
 
令和元年度 

所管事務調査報告書    
総務委員会   

社会文教委員会   
産業建設委員会            

令和元年９月 20日  
飯田市議会 



  
   

令和元年度 飯田市議会 総務委員会 所管事務調査（視察）報告 

令和元年９月 

 

 

第１ 調査実施期日  令和元年 7 月 10 日（水）～12 日（金） 

 

 

第２ 調査事項（視察項目および視察先） 

１ 空き家調査結果を活用した移住定住の促進について 〔愛媛県 西予市〕 

２ 集落活動支援センター制度を利用した持続的に暮らせる仕組みと移住定住の取り組みについて 

環境モデル都市の取り組みについて              〔高知県高岡郡檮原（ゆすはら）町〕 

３ 聴覚障がい者等への確実な災害情報伝達について     〔愛媛県 宇和島市〕 

４ 住民主体のまちづくりについて          〔愛媛県喜多郡内子町〕 

 

 

第３ 参加者 

 

  

総務委員長 山崎 昌伸 

総務副委員長 吉川 秋利 

総務委員 岡田 倫英 

総務委員 福澤 克憲 

総務委員 古川  仁 

総務委員 永井 一英 

総務委員 福沢  清 

総務委員 新井信一郎 
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第４ 調査概要（視察報告） 

 

１ 空き家調査結果を活用した移住定住の促進について 

（1） 調査概要（視察目的及び視点） 

(ア) 日時        ７月 10 日（水）  １４：００～１５：３０ 

(イ) 場所        西予市役所 議員協議会室 

(ウ) 説明者      西予市建設部建設課            水野直樹課長補佐 

  〃  建設部建設課            宇都宮寛司主任  

〃  総務企画部まちづくり推進課   一井健二課長 

                    〃  総務企画部まちづくり推進課   中井圭介係長 

(エ) 視察の目的   空き家調査結果を活用した移住定住の促進 

(オ) 視察の視点   住民組織と連携した空き家拾い出しの取り組み方法とその成果 

空き家を活用した移住定住への繋がり 

                                                   …など 

（2）調査報告（調査内容） 

西予市は平成 16 年に５つの町が合併。海岸部では海沿いに住宅が密集していることから、今後発

生される災害時の避難路等の防災面について、市長が喫緊の課題であると懸念していた。また空き家

に関する情報を持っていなかったことから、平成 25 年度に市の重要施策として行政内の関係部局が

集まり、空き家対策の検討を始めた。 

 

平成 26 年度は（株）ゼンリンから空き家地図を購入。さらに市内 27 ある地域づくり組織に空き家拾

い出し作業を依頼した。10 月にゼンリンより、調査結果として空き家台帳構築用データ、空き家分布地

図、空き家地図台帳の納品を受けた。 

これにより空き家件数を把握。平成 26 年７月時点では 2450 件（拾い出し作業による件数）、翌年８

月時点では 2459 件（市内調査地対象空き家件数）、翌々年 10 月には 2082 件（確定分）だと把握し

た。 

確認した空き家については、危険度合いに応じて５段階に分類。「倒壊の危険があり、解体等の措

置をすぐさま要する」としたＥ判定は、全体の７．６％だった。 

 

さらに空き家所有者の意向調査、利活用の意思、除却の意思についてアンケート調査を実施した。 

平成 27 年度、建設課に空き家の総合窓口を設置した。空き家件数は年月の経過とともに常に変動

するため、空き家でなくなった建物の抹消や新たに空き家となった建物の把握などを行政内部で連携

し、建設課で台帳整理を行う体制を取った。 

 

危険空き家除却費用補助制度、空き家家財道具等処分費補助金、空き家情報提供制度などを策

定。平成 29 年度には西予市空き家対策計画を策定し、平成 30 年度は空き家情報提供制度事務を

まちづくり推進課から建設課に移管した。空き家情報はインターネット上の全国版バンクを活用し、市

内外から情報検索が可能にした。 
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同年度、移住定住促進空き家活用事業を実施。１棟について市が所有者から 11 年間無償借り上

げをし、外観・内装の総リフォーム、耐震化を行い、市外からの移住を希望する世帯に対して市が転

貸する仕組みを設けた（豪雨災害の影響により平成 30 年度、令和元年度は据え置きとなっている）。 

 

西予市の空き家情報は登録物件 97 件、総成約件数 37 件、市内外からの移住件数９件 となって

いる（令和元年７月１日現在）。 

 

（3）主な質疑応答 

Ｑ：空き家の情報を地図情報上に記載して各課で共有しているとの説明だが、全庁で把握しているとい

うことか。 

Ａ：庁内各課で閲覧可能にしているが、活用しているのはまちづくり推進課と建設課。問い合わせに対

応しているのもこの２課。 

Ｑ：地域づくり組織の協力体制は。 

Ａ：各地区の区長に「地域の空き家を何とかしなければ」と説明し、協力を頂く中で体制を整えた。地区

によっての温度差はあるが、大規模災害を想定しながら「地域のことは地域で」と認識してもらってい

る。ただ、市の中心部は地域コミュニティが希薄になっていて調査に苦労したところも多かったと聞い

ている。 

また地域担当職員を各地区に２～３人、または５～６人ずつ任命し、活動の推進に当てている。 

Ｑ：移住定住の広域連携はどうしているか。 

Ａ：それほど活発にしているわけではないが、南予エリアの移住フェアに出向くなど徐々に取り組んでい

るところ。 

Ｑ：空き家発生の予防策は。 

Ａ：空き家バンクの情報をウェブサイトで公開したり、固定資産税の通知に啓発資料を入れたりなどして

いる。 

Ｑ：移住定住促進空き家活用事業は 11 年間の無償借り上げということだが、11 年とした根拠は。 

Ａ：檮原町を参考にした取り組みで、檮原町は 10 年の借り上げ期間だが、うち１年間は設計や改修にか

かる時期とみて、当市では 11 年間にした。11 年の間に所有者と入居者の話し合いがされ、引き続き

お住まいになることも想定している。基本的には移住・定住の居住用だが、店舗としての使用も可能。 

Ｑ：特定空き家等に対する措置では、空き家等対策協議会が相当な権限を持っているようだが、どのよ

うな組織になっているか。 

Ａ：委員 12 人の中には市議、学識経験者（建築士、宅建業者、司法書士、愛媛大教授）、市職員が入

っている。特定空き家にするかどうかは、市長が最終的に判断する。 

 

（４）まとめ・考察 

西予市では「空き家」を地図情報に落とし込み、きちんと現状把握している。民間業者の専門的な

技術と地域住民の協力、市職員を補助員として地域に組み込むことなど複合的な仕組みにより、デ

ータ管理しやすい体制を取っている点は参考になった。また移住定住促進と空き家解消の両面をね

らいとする施策を打ち出す中では、市が空き家を 11 年間無償で借り上げて総リフォームするという取

り組みは参考になった。固定資産税納税時に空き家対策の啓発チラシを同封するという取り組みは

地道な手法であり、市民意識を高めていく上で参考になった。    （作成：岡田 倫英） 
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（５）各委員の所管 

ア良かった点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・業者委託とは言え、「空き家」と言われているものを、全数調査して現状をしっかりと把握して

いる点。 

吉川秋利 ・空き家情報をＧＩＳ地理情報システムにプロットし、管理している。 

岡田倫英 ・「移住者住宅改修支援事業」や、移住定住の促進と空き家解消の両面で目的とする「移住定

住促進空き家住宅事業」など複数事業の組み合わせによる施策推進。 

・空き家の危険度を点数化し、客観的に判断しやすくしている。 

福澤克憲  

古川 仁 ・ゼンリンの空き家情報とリンクし一目でわかるようにデータ化されていた点。 

・まちづくりや地域の方だけに任せるのではなく、地域担当職員（３～５名）配置し一緒になっ

て空き家調査を行っている点。 

永井一英 ・実際の他市の事例を聞けたこと。 

福沢 清 ・固定資産税納税時にチラシを同封し、市民への啓発活動を行っていること。 

・特定空き家の除却費用が 80 万円、除却費用の 5 分の 4 までを限度としていること。 

・各地区に空き家調査にかかわる補助員を配置して調査をしたこと。 

新井信一郎 ・空き家という問題を一部に押し付けず、地域・市全域の問題事項として取り組んでいること。 

 

イ参考となりそうな点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・「空き家対策協議会」を設立し、審査を行っている点。 

・市内への移住定住促進を図るため、空き家家財道具等処分費補助金を創設し対応している

点。 

・移住定住促進には、自治体単位で取り組むよりは、愛媛・南予といったスケールメリットを活か

す、イメージ戦略が必要と考えている点。 

吉川秋利 ・特になし 

岡田倫英 ・ゼンリンから空き家現地調査結果を納品してもらうのをはじめ、地域づくり組織との連携や地

域担当職員の任命など地域に即した体制を整え、年月の経過に伴う変動も把握できるようにし

ている。 

福澤克憲 ・空き家を、市が所有者から 11 年間無償で借り上げ、水回りの改修を重点的に外観・内装とも

に総リフォーム。その建物を市外からの移住希望世帯に市が転貸する事業（移住定住促進空

き家活用事業）は、移住定住の促進、空き家対策のどちらの視点からも大変有効な施策だと

感じた。 

古川 仁  

永井一英 ・「危険空家除去費用補助制度」が運用されていること。ただし、審査会のメンバーについては

疑問を感じた。 

・空き家情報の庁内での情報共有のあり方。 

福沢 清 ・良かった点に記載した３点は飯田市でも参考にしていただきたい。 
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新井信一郎 ・当事者意識の向上。 

 

ウその他、感じたこと等 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・「空き家対策」に関わる職員が、飯田市よりも多いのではないか。 

吉川秋利 ・市長特命により実施している割には、庁内の情報共有や連携に不十分なところを感じる。具

体的には、予算（補助金）不足やどのように活用するかのプロモーション活動が見えない。従っ

て、取り壊しもあまり進まず、取り壊した後地運用の方向性も明確でない。 

・タブレットの活用は進んでおり、議会や視察などでも活用しているとのことで、データ処理は

得意だけれど、Ｄｏには活用されていない感じを受けた。 

岡田倫英 ・先進的な取り組みであると感じた一方、Ｈ３０年豪雨災害の影響で実績が伸びていないとの

説明もあった。今後の推移に関心を向けていきたい。 

福澤克憲 ・老朽化し危険な空き家の対応については、飯田市と同様に課題を感じている状況が理解で

きた。 

古川 仁 ・空き家対策協議会が議員３名加わり１２名の構成で行われているが、当市における同様の会

議会の構成や協議内容がどの様になっているのか自  分自身研鑽しなくてはと感じた。 

永井一英 ・幾つかの取り組みは飯田市にとって参考になるのではないかと思ったが、飯田市の取り組み

状況と比較してみないと分からない。勉強したい。 

福沢 清 ・空き家対策は地方自治体で重要な施策になっており、金額の差はあるが具体施策は似たよ

うなものになっている。空き家対策に決定打はないと思われるので、固定資産税の何割かは除

却費用するなど抜本的な施策が求められているのではないか。 

新井信一郎 ・基本的に個人資産であり、個人が自らの責任において処分することが当然である。すべて行

政頼みではいくら税金があってもきりがない。公共に対する意識が希薄化している現代、ない

袖は振れぬ的開き直りは、正直者が馬鹿を見てしまう。決して誰しも好き好んでその現状を生

み出してはいないだろうが、そうなる前での処置ができる条例など、国を巻き込んでの見直しが

必要ではないか。 
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２ 集落活動支援センター制度を活用した持続的に暮らせる仕組みと移住定住の取り組みについて 

  環境モデル都市の取り組みについて  〔高知県 檮原（ゆすはら）町〕 

 

（1） 調査概要（視察目的及び視点） 

(ア) 日時 ７月 11 日（木） ９：５０～１１：４０ 

(イ) 場所  高知県 檮原（ゆすはら）町役場 会議室 

(ウ) 説明者   

① 企画財政課 まちひとしごと創生総合戦略推進室長 山本和正氏 

② 環境整備課 環境推進係 主監 石川智也氏 

(エ) 視察の目的 

① 集落活動支援センター制度を利用した持続的に暮らせる仕組みと移住定住の取り組みについて

学ぶ 

② 環境モデル都市の取り組みについて学ぶ 

(オ) 視察の視点 

① 行政、住民、法人との協働、役割分担について 

② 檮原町独自の環境政策の取り組みについて 

 

（2） 調査報告（調査内容） 

(ア) 高知県 檮原町概要 

人口 3,516 人（H31.4）、面積 236.45ｋ㎡、高齢化率 43.8％ 

(イ) 聞き取り概要（集落活動センター） 

地域の住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材を活用しながら、近

隣の集落との連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題

やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みが「集落活動センター」。 

  檮原町は明治に６つの村が合併してできた町であり、その村を「区」としてそれぞれの文化や特

性を残し引き継いできた。集落活動センターも６つの区を基本に、県と町の支援を受け設置されて

きた。 

① 集落活動センター まつばら（松原区：人口 260 人、高齢化率 63.8％） 

・地域のガソリンスタンドの廃業から、高齢者の利用や冬季の灯油供給の支障を回避するため、地域

住民の出資による株式会社を設立し、地下タンクの補修や設備備品の更新を行い運営開始

(H25）。 

・地域食材をお金に換える仕組みとして、地域食材加工販売施設「あいの里」を建設し、農産物・加

工品・雑貨販売、レストランを運営(H26）。 

② 集落活動センター はつせ（初瀬区：人口 128 人、高齢化率 57.8％） 

・韓国との交流により「鷹取キムチの里」として頑張ってきた地域を、もう一度元気にしたいとの思いか

ら、「岩塩房」「ゲルマニウム房」の２つの韓国風サウナとレストランを新たに併設(H27）。 

・まつばらとはつせの協働により、交通弱者対策として移動手段を確保するため、「NPO 絆」を設立し

住民による過疎地有償運送（公共交通空白地有償運送）を開始(H23）。 
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③ 集落活動センター 四万川（四万川区：人口 499 人、高齢化率 54.3％） 

・地域のガソリンスタンドが廃業。住民の暮らしを守るという強い思いから地域住民の出資による株式

会社を設立(H25）。新たなガソリンスタンドの整備と併せて地場産品販売所や観光案内所、そして

災害時でも燃料供給ができるよう太陽光発電施設など、複合型燃料供給施設を整備(H26）。 

・地域のニーズに対応し、ホームセンター販売の取次、高齢者への配食サービス、イベント開催など

幅広い取り組みを展開。 

④ 集落活動センター おちめん（越智面区：人口 526 人、高齢化率 45.8％） 

・若者の減少から、伝統文化や農用地を維持する担い手がいない現状を回避するため、廃校の活

用方法について検討。 

・廃校の施設改修を行い、学生の受入、合宿などによる交流を進め、経済的にも自立した地域づくり

を目指す。宿泊滞在施設として旅館業法に基づく簡易宿泊の許可を取得(H30）。 

・地域食材を活用した特産品の加工を行う「NPO おちめん」設立(H30）。 

⑤ 集落活動センター ゆすはら西（西区：人口 648 人、高齢化率 41.9％） 

・鳥獣被害により、引き継いだ農地や森林を守っていけない現状を回避するため、猟友会と連携し、

ジビエの利用拡大に取り組む。 

・全国初の移動式解体処理車の導入及び獣肉解体処理施設の建設(H30）。 

⑥ 集落活動センター ゆすはら東（東区：人口 1,455 人、高齢化率 35.6％） 

・町の中心部である東区の人口の空洞化、希薄化の進行により支えあい機能が低下してきている現

状を回避するため、活動拠点施設を確保。 

・地域活動拠点施設として旧保育所の施設改修を行い、人々が集い、さまざまな地域活動が行われ

るよう、事務室や会議室、災害時に避難できる多目的室、地域食材を提供できるレストラン、市場

やテナントとして貸出のできる空間の整備を行う(H30）。 

 

 (3) 聞き取り概要（環境モデル都市） 

檮原町では、風、光、水、森の取り組みを行っている。風は、国内でも屈指の風況を誇る四国カ

ルストで、２基の風車が環境対策の原資を産み続けている。光は、風から得た資金を活用し、太陽

光発電などの地球に優しいエネルギーをうまく使った機器の普及を図っている。水は、清流四万十

川の源流域のまちとして、森が育んだ水によってエネルギーをつくるとともに、川を汚さないよう廃

食用油の燃料利用に取り組んでいる。森は、環境に配慮し適切に管理された森林を利用し、資源

の循環利用を行っている。 

(ア) 風力発電の取り組み 

・四国カルストに 600kw×２基の風車を設置(H11)。年間平均風速は 7.2m/s で全国でもトップクラス。 

・年平均発電量 2,385MWh で、換算すると 660 世帯(檮原町４割)の１年間の電気量となる。現在、設

置から 20 年が経過し老朽化も進んでいることから 2,000kw の風車設置を計画中。 

・4,500 万円の売電益については、運営費を除いた 2,500 万円を環境基金に積み立て、森づくりの助

成や住民の新エネ施設助成に使っている。 

(イ) 太陽光発電施設の取り組み 

・設置戸数は 158 戸、発電出力 686kw。 
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・公共施設等への設置は 31 カ所、発電出力 511kw。 

(ウ) 小水力発電施設の取り組み 

・最大１秒間に 1.2 ㎥を取水し、有効落差６ｍ、最大出力 53kw を発電。 

・発電した電気について、昼間は檮原学園中学校棟の約 90％の電力をまかない、夜は、町の街路灯

(82 器)に使用している。 

(エ) 木質ペレットの取り組み 

・地域バイオマス利活用交付金事業を活用し工場を設置(H20)。 

・工場の生産能力 1,800t/年、製造実績は 1,200～1,300t 位で推移。 

・工場運営は、第３セクターゆすはらペレット(株)。 

・木質ペレット燃料消費機器の設置状況は、冷暖房機・給湯器 11 基、ペレットストーブ 10 基、園芸ハ

ウス用温風器３基 

(オ) その他の取り組み 

・モデル住宅による普及促進、廃油を活用した BDF の製造・活用、ゴミの固形燃料化、生し尿の堆肥

化、環境学習など 

 

（4） 主な質疑応答 

Ｑ：集落活動センターの今後を考えた場合、地域のリーダーとなる人材の育成・確保の考え方はどのよ

うに考えているか。 

Ａ：平成 24 年からスタートし、現在６つの区で取り組んでいるが、この間、２つの地域の区長が変わって

いる。区長を選出するにあたっては、みんなの協議によって決められており、今現在は、区長さんが

変わって地域の取り組みが停滞してしまうという事例はない。ただ現状はほとんど無報酬で担ってい

ただいていることや、住民自治だけであったものが地域経営まで広がってきていることについては負

担が大きくなってきていると感じる。そのために今年から集落支援員の制度を導入した。 

Ｑ：集落活動センターの立ち上げ時に、地域外の人材を活用(人材導入活用事業を活用)するというの

は大変難しいことと感じるが、職員の関わり方はどうであったか。 

Ａ：檮原町と西宮市とは交流事業が根付いており、そこから来てもらった応援隊の方については、地域

の方も安心して受け入れられる土壌があった。11 人の応援隊の中では、西宮市出身の方の定住率

は高かったが、それ以外の方は難しい面もあった。毎週月曜日に必ず職員とミューティングを行い、

地域と行政と連携を図って取り組みを行った。 

Ｑ：集落活動センターには、地域が雇用し、まちが補助する「集落支援員」を配置するとお聞きしたが、

職員は駐在しないという理解でよいか。 

Ａ：地域の連絡協議会などに職員の名前は入ってないが、実際には地域との連携を図るため要望があ

れば出席している。センターには、集落支援員が常駐し、職員は配置されていない。 

Ｑ：集落支援員は、基本的には３年の雇用契約だと思うが、その後の雇用はどう考えているか。 

Ａ：３年間はまちの補助金を活用し、いろいろチャレンジしていただき、３年後には自立できるように頑張

ってもらいたいという気持ちで契約設定している。 

Ｑ：落活動センターは、施設の事ではなく仕組みであるとの説明であったが、活動の拠点はどのようにな

っているか。 
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Ａ：基本的には各地域の既存の公民館が拠点施設となっている。東区は協議する場の整備が必要であ

ったため、旧保育所の施設改修を行い、指定管理制度を導入した。 

Ｑ：過疎地有償運送について、担い手の問題はどうか。 

Ａ：他自治体と同様、担い手は困っている。始めた当初のドライバーの年齢制限は 70 歳であったが、現

在は 75 歳まで引き上げている状態。 

Ｑ：小水力発電の取り組みついて、飯田市では、水利権や事業化などの課題を抱えている。どのような

形で進められたか。 

Ａ：小水力発電所は協議を重ねながら水利権をクリアすることが大きな課題。現在、小水力より小規模な

エコ水力発電に取り組んでおり、施設は完成しているが水利権の協議を重ねている状況。小水力発

電の取り組みは、水利権と施設の日常のメンテナンスがポイント。川には枯れ葉や木の枝などいろい

ろなものが流れてくるため朝晩２回の清掃を行っている。それを行うことにより、故障も少なく 24 時間

発電が可能となる。 

Ｑ：ペレット工場は第３セクターで運営されているが、運営状況はどうか。 

Ａ：運営当初(H21)は赤字であったが、近年赤字の幅も小さくなり、今年は黒字に転じる計画になってい

る。電気代がかかるためその部分を改善できないか現在検討している。 

 

Ｑ：子育て世代の移住者にとって、働く場所の確保は重要なことと考えるが、地域の NPO の雇用だけで

は難しいのでは。 

Ａ：移住された方へのアンケート調査を行った結果、このまちを選んだ理由として回答の多かったのは、

家や住環境の充実と子育て支援の充実であった。生活するためには働かなくてはならないが、働く

場所は選ばなければある。喫茶店など起業される方もいる。 

 

（5） まとめ・考察 

人口 3,516 人、高齢化率 43.8％という環境の中で、旧村単位の６つの区に「集落活動センター」を

設置し、それぞれの地域の課題を地域の皆さんが自ら解決するため、しっかりと活動を展開していること

に驚いた。 

また、各区には地域自治の協議機能を担う推進委員会が設置されており、さらに実行機能として株

式会社や NPO の法人が設置され地域経営を行っていた。 

環境モデル都市の取り組みでは、地理的環境を生かした、大規模な風力発電や小水力発電などの

事例を学ぶことができ、大変参考になった。 

空き家の活用としては、町が借り上げた建物をリノベーションして、移住者に 10,000～15,000 円で転

貸する取り組みや新築・改築するための助成などの支援が充実しており、町への移住定住につながっ

ていた。多くの自治体が空き家の課題に直面している中で「最近はリノベーションできる空き家がなくな

ってしまい逆に困っている」という担当者の言葉が印象的であった。 

行政、住民、法人など多様な主体がそれぞれの役割を認識し、地域全体での協働した取り組みが、

地域の魅力を高め、梼原町への移住定住につながっていることを学んだ。 

（作成：福澤 克憲） 
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（6） 各委員の所管 

【集落活動支援センター制度を活用した持続的に暮らせる仕組みと移住定住の取り組みについて】 

ア良かった点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・行政が、各地域と非常に近い所にいる、と感じられた。そのことによって「どうせ何をやっても

同じ、自分のせいではない、あそこよりはましだ」という考えから「状況はどこも同じ、何もしない

よりはましだ、うまくいかなかったら変えればいい」という考え方にシフトさせることが出来たので

はないか。 

・各地域で、住民が主体となって株式会社やＮＰＯ法人を立ち上げている点。 

吉川秋利 ・六地区の集落活動センターがそれぞれに刺激をし合いながら、地域の課題に取り組んでい

る。夫々にＮＰＯ法人であったり、株式会社を設立して運用している。ある意味まちづくり委員

会の将来像かも知れない。 

岡田倫英 ・地域からＳＳが消える危機感をバネに「地域住民が支える、地域のための会社」を設立。給油

所の引き継ぎをはじめ介護予防、地域食材加工販売施設の運営、どぶろく製造など多様な事

業を展開している。その後、他地区への横展開が進み、市内６区すべてで法人格団体が集落

活動を推進している。 

福澤克憲  

古川 仁 ・このままでは本当に過疎集落になってしまうと言う、「なんとかしなければ」という早めの住民

の意識改革が重要と感じました。 

・このことが上に立つ区長さんの心意気につながり住民の皆さんのまとまりにもつながると感じ

ました。 

・各地域の特徴を生かした産業づくり、地域づくりの大切さ。そのためにも住民の皆さんの意識

改革と心意気が大切と感じました。 

永井一英 ・国が進めようとしている地域運営組織の取り組みの実際例を聞けたこと 

福沢 清 ・6 つの集落が、株式会社ないし NPO 法人を結成し、持続的な取り組みになっている。これか

らの地方の在り方を示していると感じた。 

また、こうしたことの影響で地元高校への進学率が向上したり、人口の社会増がみられること

は、地域活性化が進んでいることを表しているのではないか。 

新井信一郎 ・住民自身がプレイヤーとして取り組む姿勢。公共工事との連携。 

 

 

イ参考となりそうな点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・捨てていた野菜などが「食べてもらう」価値あるものに変わり、農産物や捕獲鳥獣を、お金に

換える仕組みづくりにつながり、地域でお金が回ることに繋がった点。 

・「集落活動センターゆすはら新聞」を発行し、各地域の取組を住民の活動が見える写真入り

で紹介し、情報交換が出来ている点。 
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吉川秋利 ・仕事は選ばなければあるので、梼原町を理解して人が来る。中には起業する人もいる。 

・将来像を描きながら、地域住民の意識と行動の変化をもたらそうとしている。 

岡田倫英 ・松原区の取り組みを契機に他の５区に横展開がされ、それぞれの区にあったスタイルで事業

が展開されている。これらをネットワークでつなぐ集落活動センターゆすはらにより、互いに足り

ないところを補う仕組みが整えられている。 

福澤克憲  

古川 仁 ・ガソリンスタンド事業など住民の皆さんが出資をしているが、行政もしっかりと補助をしている

点。 

・人材育成事業は県や首長の肝いりの施策で有り、首長の判断と行動・行政の見える化等、 

行政側の意識・心意気が一番大切とも感じました。 

永井一英 ・高知県がバックアップしていること。 

・活動組織として、ＮＰＯ、株式会社など様々な形態がありその実際の取り組みの様子が聴け

たこと。 

福沢 清 ・地域ぐるみとはいかないかもしれないが、NPO 法人や株式会社によって地域課題を解決して

いくのは大いに参考になるのではないか。 

新井信一郎 ・県との連携が取れている。 

 

ウその他、感じたこと等 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・高知県の「集落活動センター推進事業補助金」が機能しているが、長野県に はこれと類似

した制度があるのかどうか。 

吉川秋利 ・課題が明確になっており、「地域のリーダーとなる人材の育成・確保」「現在の地域リーダー

は、無償で活動」「経営面では零細企業」と言った課題が明確になっており、現在は設立時期

であるが、その先を考えている。 

・移住定住についての「応援ブック」についての説明が詳しくなかったが、考え方もまとめられ

ており、人口４０００人弱、７５億円の予算規模での活動としては、素晴らしい。 

岡田倫英 ・持続可能な組織を見据えた人材の確保・育成など課題はあるものの、住民に「自ら動きたくな

る気持ちを起こさせる」意識変革を起こさせ、実際に活動が高まっている点は参考になった。

集落活動センターに対する県、市それぞれの支援も明確になっていると感じた。 

・ジビエの処理施設が、行政の提案ではなく住民自身が話し合った結果、交差点の一等地に

設けられたという経緯は、示唆に富んでいた。 

福澤克憲  

古川 仁  

永井一英 ・内子町の例もそうだが、住民による地域づくりの原動力は「危機感」かなと感じた。 

福沢 清 ・人口 3000 人だからこそできた点はあると思われるが、各地区で自発的に法人をつくり、行政

が支援するというのは全国的にも十分モデルになるケースだと思う。今後も持続して取り組ん

でいただきたい。 

総務 -11-



  
・6 地区の中でも過疎が進んだ地区ほど取り組みが進んでいるのはわかる気がする。地方創生

自体、上から与えられるものではなく、住民自ら考えるものだという感じ 

新井信一郎 ・集落支援員の有効な取り組み。 

・地方創生の計画の実効性。 

 

 

【環境モデル都市の取り組みについて】 

ア良かった点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・「環境モデル都市」の目標として「町民との絆を強める公民協働の仕組みづくり」を掲げ、「環

境モデル都市」を町民と共に作り上げるという考え方。 

・光、水、風、森と、町の環境資源を最大限に活用している点。 

・町の「環境基金」の仕組みを作り、売電によって得た利益を「森林づくり」の助成に回したり、

「新エネ施設」の助成に回している点。 

吉川秋利 ・環境モデル都市としては、充分実績があり定着をしている。特に再生可能エネルギーについ

ては、着実に実施されており風力発電、水力発電、太陽光発電の他、廃油を活用したＢＤＦの

製造・活用やごみの固形燃料化等低炭素のまちづくりを行っている。 

岡田倫英 ・地域の特性を生かしながら風力、太陽光、森林、水力の資源を組み合わせ、低炭素なまち

づくりを推進している。廃油を活用したＢＤＦの製造・活用、ごみの固形燃料化など先進的な取

り組みもみられた。 

福澤克憲  

古川 仁 ・木質ペレットなど材料となる木材を上手に利用し足りているとの事だが、当市も森林はあるが

標高が高く木材を里に出すまでに費用がかかってしまうのが梼原町との違いかとも感じまし

た。 

・環境モデル都市としての住民の意識向上は、当市もまだまだ課題があると感じた。 

永井一英 ・様々なエネルギー源を組み合わせた取り組みの話を聞けたこと。 

福沢 清 ・自然エネルギーを駆使して、市民生活に貢献しようとする姿勢が鮮明で共感を覚える。それ

ぞれの取り組みが今後順調に進んでいってほしい。 

新井信一郎 ・ランドスケープデザインが意図的に取り組まれたわけではないにも関わらず、結果的に町を

愛する行動（政策実現）が来訪者に伝わる。 

 

イ参考となりそうな点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・移住定住促進に繋がる「ＣＯ２を出さない家」として、環境と健康に配慮した体験型木造モデ

ル住宅。 

吉川秋利 ・ペレット工場は第３セクターで運営されている。当初は赤字決算であったが、最近は黒字とな

っていると言う事で、行政の指導・監視が出来ていると感じた。 
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岡田倫英  

福澤克憲  

古川 仁 ・ガソリンスタンド事業など住民の皆さんに出資をしていただいてはいるが、行政もしっかりと補

助をしている点。 

・人材育成事業は県や首長の肝いりの施策で有り、首長の判断と行動・行政の見える化等、行

政側の意識・心意気が一番大切とも感じました。 

永井一英 ・担当者がこれからの課題として、「環境モデル都市をステップアップして SDGs 未来都市を目

指して取り組みたい」と話された。また、結果を聞きたい。 

福沢 清 ・太陽光や小水力発電は飯田と似た取り組み。参考になるところがあれば取り入れていただき

たい。 

新井信一郎 ・高知県との連携が良い。 

 

 

ウその他、感じたこと等 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・隈研吾氏が設計した庁舎が、環境に取り組む町の象徴だった。 

吉川秋利 ・「雲の上のギャラリー」など建造物の多くに、地域産材がふんだんに使用されている。製材会

社も小規模のようであるが、需要と供給のバランスがうまくいっているように感じた。 

・内子町の議長さんに、梼原町の感想を聞かれた。四国では、リーダー的な立場と思う。 

岡田倫英 ・環境モデル都市を 10 年間推進し、現在では SDGs 未来都市への移行を検討しているとの説

明だった。同じく環境モデル都市の指定を受けている飯田市にも置き換えて考えることの出来

と感じた。 

福澤克憲  

古川 仁  

永井一英 ・数年前に会派視察で訪れた。その時は、エネルギーの域内循環の要となる風力発電の 2 基

の内１基が故障しているようで、今後の課題として財源を挙げられていた。今回はその話が出

なかったので解決したのかと思うのだが・・・ 

福沢 清 ・飯田市と同じ「環境モデル都市」を受賞しているが、市民レベルではごみ問題は 1 番関心が

あるのではないかと感じた。 

新井信一郎 ・庁舎をはじめ、拠点となる施設は、地域産材と有名建築家のタッグで整備され、デザインの統

一性と風景にマッチして町民の公共へシビックプライドが強く感じられた。ただ、今後の維持管

理について、特に林産業との共存共栄が気になった。 
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3 聴覚障がい者等への確実な災害情報伝達について  〔愛媛県宇和島市〕  
（1）調査概要（視察目的及び視点） 

(ア) 日時 ７月1１日（木）  １４：００ ～ １５：３０ 

(イ) 場所 宇和島市役所 ３F  ３０３会議室 

(ウ) 説明者 宇和島市役所危機管理課 山下 真嗣 課長 

               宇和島市役所危機管理課 山内 伝一郎 課長補佐  

(エ) 視察の目的と視点 

 ・災害時情報伝達システム全体の概要について 

 ・聴覚障がい者への周知と利用法の説明はどのようなものだったか 

 ・聴覚障がい者以外のいわゆる情報弱者へも対応可能と考えるか 

 ・構築費用・ランニングコストについて 

 

（2）調査報告（調査内容） 

・災害情報伝達手段等高度化事業（総務省消防庁 H２８）や災害情報伝達設備強化事業（愛媛県）

等、国や県の補助事業を利用し防災ラジオ全戸配布やテレビ・プッシュシステムなど、住民への情報

伝達システムの構築に力を入れていました。また、新ふるさとづくり総合支援事業（愛媛県 H３０）を活

用し、大規模災害時に迅速な情報収集や人命救助等でドローンを使用した消防団ドローン航空隊

の設立など特徴的でした。 

・ラジオは全戸無料配布し、地元の FM 局と連携、緊急時には自動放送を行うなど連携が図られてい

ました。 

・テレビ・プッシュシステムでは、自動で電源オン、切り替え等情報が届くよう工夫されていました。ま

た、双方向機能により、聴覚障がい者の方に情報が届いているのかはもちろん、しっかり確認されて

いるのかが、把握できることが可能との事でした。 

 

 

（3）主な質疑応答 

Ｑ：ラジオは全戸無料配布なのに配布割合が全世帯の７割にとどまっているのはなぜか？ 

Ａ：地域により無線機（オフトーク）が入っているところが有り必要性を感じない地区があるため。 

Ｑ：レットゾーンに住んでいる方へ、どう移転を進めているか？ 

Ａ：進めてはいるが、住み慣れた地区を離れがたいことが現状で有りなかなか進んではいない 

Ｑ：聴覚障がい者が家を空けているとき、双方向で情報流れ確認済みとされないか？ 

Ａ：長期外出など主電源を切るよう始動している。 

Ｑ：FM 局の電波は弱く、受信しづらい地区があると考えるが対策は？ 

Ａ：苦労はある。アンテナなど工夫して立てている。 

Ｑ：スマートフォン用アプリ「観光モード」等、実際の利用率は？ 

Ａ：把握できていない。 

Ｑ：消防団ドローン航空隊の操作などの実態は？ 

Ａ：まずは市職員の消防団員が講習を受け取り組んでいる。 
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Ｑ：既に開始されている事業でのこれまでの成果は？ 

Ａ：双方向受信確認の実態を調査しようとしていたなか、昨年７月の西日本豪雨災害が発生したことによ

り、出来ていないのが現状である。 

Ｑ：聴覚障がい者の方全てに、普及していない理由は（３３５人に対し１２１台の設置）？ 

Ａ：システムを理解していただくまでが大変。今後も根気よく実施する予定。 

Ｑ：全ての聴覚障がい者の方に普及させるまでの市の予算は？ 

Ａ：計算していないが、国の補助で行う。 

Ｑ：災害関して、市民の方に意識調査やアンケートなど行っているか？ 

Ａ：特に実施していない。 

Ｑ：色々な情報が多くある中で、情報の処理などどの様に行っているか？ 

Ａ：基本的に職員が行っている。 

  

(4) まとめ、考察 

・国県の補助金を利用し宇和島市あげて取り組まれていることを実感しました。 

その中で昨年７月に起きた西日本豪雨では１３名の尊い命が失われるなど、多くの被害がありまし

た。この様な中、ラジオの受信率やテレビ・プッシュシステムの双方向受信の実態把握など今後行う

とのことでした。当市でも聴覚障がい者の方や聴覚が衰えてきた高齢者の方への情報伝達のシステ

ムの構築が迫られていると考えます。その予算をどう捻出していくか今後議論が必要と考えますが、

いずれにしましても首長の熱い思いが大切と考えます。 

（作成：古川 仁） 

 

（５） 各委員の所管 

ア良かった点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・住民基本台帳に登録の全世帯に、防災ラジオを１台ずつ無償配布した点。 

吉川秋利 ・宇和島市全体としての災害情報伝達システムの説明であったが、昨年の災害を基に、多くの

手段に対処しており、説明者の山下危機管理課長と山口担当者は現役の消防団員と言う事

で、活動が解り易かった。 

岡田倫英 ・消防団員を兼ねている市職員でドローン航空隊を組織し、操作練習を重ねている。そのドロ

ーンも拡声器、赤外線センサー、ＬＥＤ照明など用途に応じてアタッチメントの付け替えが可能

な機種だった。 

・災害情報伝達のスマホ用アプリで、防災モードではプッシュ機能が切れない仕組みにしてあ

る点。 

・避難所における公衆無線ＬＡＮの設置。 

・テレビプッシュシステムなど、聴覚障がい者に対応する情報伝達手段を構築している。 

福澤克憲 ・平成 30 年７月の豪雨災害から、復興に向けて頑張っている現場の声を直接お聞きすること

ができ、大変勉強になった。 

古川 仁  
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永井一英 ・聴覚障がい者用の「テレビ・プッシュシステム」の話が聴けたこと。また、そのシステムは双方

向通信が可能なこと。 

福沢 清 ・全戸に「防災ラジオ」を配布する施策は、確実に伝えるという点でよいと思う。 

新井信一郎 ・昨年の甚大な被害を繰り返さないためにも市民一丸となっての防災意識とその行動力。情報

を市民が得るための手段が豊富で、情報の発信も一元化できており、スピーディーな伝達手

法。 

 

イ参考となりそうな点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・聴覚障害者向けに「テレビ・プッシュシステム」の導入。 

・双方向通信設備(防災用ファブレット端末)の導入。 

・避難所Ｗｉ－Ｆｉ・特設公衆電話を７４ヶ所の避難所等に設置。 

・消防団ドローン航空隊、団員確保に一役買うかも。 

吉川秋利 ・消防団ドローン航空隊が各部隊に配置され、情報招集や、空からの放送、行方不明者の捜

索に効果が期待できる。 

・長距離スピーカー（市街地で８００ｍ）を設置することにより、難聴地区の改善を図った。（飯田

市ではデジタル化の電波改善と言っているが、検討の余地あり。） 

・防災ラジオの全戸配布を行った。（スピーカーが聞き取れないと言う事で、自動起動・自動受

信を飯田市も検討したことはあるが、実行されていない。）問題は宇和島市街地への配布率が

少ない。 

・その他、テレビのデータ放送やスマホアプリを活用するなど、先進的な取り組みがある。 

岡田倫英  

福澤克憲 ・大規模災害時の迅速な情報収集や人命捜索等に備え、消防団の組織の中に県下初となる

「ドローン航空隊」(11 名)を組織されたこと。ドローンには赤外線カメラやスピーカー、LED 照明

も搭載できることを学んだ。 

・防災ラジオの取り組み、コミュニティ FM 放送の難視聴区域の対応等、具体的な事例を学ぶ

ことができた(テレビ協調施設への FM 電波の混合、ケーブルテレビの同軸ケーブルの活用

等)。 

・聴覚障がい者等の情報弱者への取り組み（テレビ・プッシュシステムの導入） 

古川 仁  

永井一英 ・消防団の組織の中に、１１人からなる「ドローン航空隊」があること 

・ドローンにもスピーカーを搭載した機種があること 

福沢 清 ・飯田市では全戸というわけにはいかないと思われるが、高齢者や障がい者など災害弱者に

はラジオの配布を考えてもよいと思う。 

新井信一郎 ・特に見守りを必要とされている世帯の安否確認は双方向でのシンプルな手法でできており、

常日頃のコミニケションはダイレクトで行わねばならないが、有事の際、近隣住民や民生委員

児童委員、等々関係者の労力削減と安全確保の期待できる。 
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ウその他、感じたこと等 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・台風、地震、津波、豪雨災害など、あらゆる自然災害がおきる可能性の高い地域であることを

十分に認識し、情報伝達手段の構築に相当な力を入れていて、この点においては飯田市を

上回っているのではないか。 

吉川秋利 ・双方向通信にも対応しており、一方的な連絡では無く、情報が伝わったかどうかの確認をす

ると言う事は重要である。 

岡田倫英 ・消防庁のモデル事業を活用し、先進的な取り組みを多く導入している点で、アンテナの高さ

を感じた。一方で、昨年の豪雨災害を経験しているにもかかわらず防災ラジオ等の普及がそ

れほど進んでいない現状に、市民周知にまだまだ課題があるのではと感じた。 

福澤克憲  

古川 仁  

永井一英 ・「テレビ・プッシュシステム」の普及に苦労するとのこと。理解していただけない方もいるとの話

は、おもんぱかるところがある 

・昨年７月の西日本豪雨の際は、普及地域に偏りはあったが、既に「テレビ・プッシュシステム」

が導入されていた。しかし、どうであったかの実態把握がなされていなかった。また、「確認した

後、どうするかの体制ができていなかった」とのこと。取り組んでおくべきことは多々あると感じ

た。 

・どのようなシステムを導入するにせよ財源的裏付けがいると感じた。 

福沢 清 ・ラジオに配布などいろいろな施策を考えて、災害を伝えようとしている点は最近の災害を教訓

にしている点で切実感が出ているのだと思う。 

新井信一郎 ・総務省からの支援が大きい。 

・自然災害は 100％防げないが、二度と悲しい思いはしたくない、させたくない、その意識を皆

が共有し、いざというときに迅速に行動し、進んで避難できることが必要である。 
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４ 住民主体のまちづくりについて 〔愛媛県喜多郡内子町〕 

 

（1）調査概要（視察目的及び視点） 

（ア）（イ）日時・場所 

７月 12 日（金曜日） 

9:00～10:00 内子町内子分庁舎にて話を聞く 

10:00～11:00 重要文化財 「内子座」見学、「重要伝統的建造物群保存地区」をまち歩き 

11:00～    道の駅「（株）内子フレッシュパークからり」見学、昼食 

（ウ）説明者 

内子町役場 総務課政策調整班 主幹兼班長 畑野亮一 氏 

   ※重要文化財 「内子座」、「重要伝統的建造物群保存地区」ともに同行しご説明いただいた 

（エ）視察の目的 

住民主体のまちづくりについて 

（オ）視察の視点 

〇 町並み保存運動と住民主体のコミュニティの関係  

〇 内子町独自の自治会制度、どのような組み立てか  

〇 「住民主体のまちづくり」の意識が、住民と行政の間で共有されるに至った経過 

〇 「住民主体のまちづくり」への職員の関り  

〇 人口の推移から人口減少が進むと考えられるが、今後のまちづくりをどのようにされていくか。  

 

（2）調査報告（調査内容） 

(ア) 町並み保存 －「八日市護国重要伝統的建造物保存地区」 

・昭和４０年後半から保存運動を開始。昭和５７年４月国から選定 

・平成１２年から内子町における町並保存の推進と住民主体の地域活動を促進するために「内子町

八日市・護国町並保存センター」を設置し、職員３人が常駐。①地区住民の学習活動②町並保存

に関する資料の収集、保管および展示、活用③町並み保存に関する情報の提供④町並み保存に

おける修理修景の調査研究を行っている 

・正会員９０人から成る「八日市護国地区町並保存会」が結成されている 

・昔は誰も来なかったが、今は３０万人ほどが保存地区を訪れる 

・後出 質疑応答の中でも記述あり 

 

(イ) 村並保存 －石畳地区の「石畳を思う会」の活動についてー 

・昭和６０年代から村並保存活動を展開。そして「石畳を思う会」を結成 

・会の事業として平成２年、手作りで水車を復元。費用は会員が出し合った。ひとり５万円で６０万。平

成４年から水車祭り開催 

・石畳地区に残る築１００年の農家を移築し町営の宿に再生。地元の主婦グループが指定管理者と

して運営。年に１０００人が宿泊 

・経済的な自立をめざしたコミュニティビジネスにも挑戦し、今年度中に法人設立へ 
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・後出 質疑応答の中でも記述あり 

 

(ウ) 地域づくり事業 

・４１の自治会ごとに、住民自らが１０年間の「地域づくり計画書」を策定 

・役場職員が地域づくり担当職員として各自治会に２人ずつ配置 

・各自治体は計画に則り、毎年地域づくり事業を申請 

・承認されれば、事業費の８～１０割を補助 

・１事業５０～１００年円を限度に補助 

・後出 質疑応答の中でも記述あり 

 

(エ) ドイツ・ローテンブルク市との姉妹都市交流 

・昭和６１年に町並み保存をテーマにシンポジウムを開催。そこにローテンブルク市長を招いたことが

縁で交流開始 

・中学生が交流を始めている 

・後出 質疑応答の中でも記述あり 

 

(オ) 道の駅「（株）内子フレッシュパークからり」 

・道の駅の全国のはしりとなった 

・IT を導入して鮮度を追求することで、安全安心な農作物提供システムを構築している 

 

（3）主な質疑応答 

Ｑ：町並み保存の主管課は普通教育委員会だと思うが御町は違う。どのようか 

Ａ：職員の発想。町長部局の所管としている。平成１２年からは保存センターとして現場に事務所を置い

ている。最初は妻籠宿にお世話になった 

Ｑ：町並み保存運動と住民主体のコミュニティの醸成について、昭和６０年頃飯田市役所の高橋さんに

何度も来町してもらいアドバイスを受けたとのこと。その後今日に至る、取っ掛かり、きっかけは何だと

思うか 

Ａ：町並み保存の活動をする中で全国の取り組みなどとの繋がりができ、まちづくりに進んだ 

Ｑ：昭和６０年頃から始まった町並み保存運動と住民主体のまちづくりとのこと。初めは熱心な人がいて

スタートしても後が続かない。秘訣は 

Ａ：既存の組織に頼らないこと。会長や事務局が２年で交代していってしまうから。目をつけた人を一本

釣り。その人は任期がない。やめるというまでやっていただく。会長を３０年近くやっている人がある。

会長を辞めてから自治会長をやる人もいる 

Ｑ：会長以外の人もずっと続けているか 

Ａ：そのとおり。例えば石畳地区には、人口減少に対し危機意識を持っている人が多く地域の思いが強

い。「自分たちの葬式は誰が出してくれるのか」。勉強のために、自分たちで積み立てを行い、スイス

へ。あるいは、エコツーリズムを学びに先進地へ出かけた。そこには観光的な要素はない。お金を稼

ぐためにどうするかを考え、例えば蕎麦を打って稼いだりもしている。 

総務 -19-



  
Ｑ：「石畳地区」の「石畳を思う会」は、会則を持たない、補助に頼らず自立する、多数決はとらず提案者

がリーダーとなって活動する というルールで活動しているということだがどのくらい続いているのか。

また、人数は 

Ａ：昭和６２年から活動を開始し３０年以上続いている。当初１０人のメンバーでスタートし今は２０人。当

時のリーダーは自治会長になった。 

 

Ｑ：４１の自治会ごとに、住民自らが１０年間の「地域づくり計画書」を策定しているというが、どのようか 

Ａ：基本構想、計画にあたるもの。職員が１年間張り付いて進めていく 

Ｑ：地域づくり事業の承認はどのように 

Ａ：審査会を作っている。メンバーは識者と職員。予算規模は１０００万円。実際の支出は４００万円ほど 

Ｑ：事業計画は、４１自治体がすべて出しているか 

Ａ：そうだ。ただ、温度差はある。山間部が熱心で中心部は事業が少ない 

 

Ｑ：募集し選ばれた女性がドイツへパン作りの修行に行っているとのこと。費用面の補助はどのようか 

Ａ：町からの助成は１／３ほど。それでも個人負担は 200 万円弱にはなる 

 

Ｑ：まちづくりを進めるに当たって行政としての指標は 

Ａ：総合計画を策定するに当たってアンケートをとった。目標数値は観光客の入込数など 

Ｑ：一番の目安は何か 

Ａ：稼ぐ力。農産物の売上額など 

Ｑ：町内全域で様々な活動を行っている。移住者の視点で見ると魅力に感じるのではないか 

Ａ：大なり小なり魅力に感じて移住してきている。採取の移住者がインターネット配信してくれた。少し前

までは県内で１、２を争う移住者が多い町だった 

 

 (4) まとめ、考察 

・町並み保存に当たって、観光とつながりをつけていくためにも、町長部局の職員を現場に常駐させて

いたのは良策だと思った 

・町並み保存運動と住民主体のまちづくりを進めるリーダーを一本釣りするのに職員が大変な苦労をし

ているとのこと。そうだろうなと思うとともに、ここが要だと思う 

・石畳地区は内小町の西端に位置する。取り組みの説明の中で「周辺の村が元気でこそ中心部が元気

になる」と話があった。考えさせられた。 

・地域づくり事業の説明の中で「地域の人が汗をかくこと」「よくやる自治会とそうでない自治会では差が

付いて行く」との話は、飯田市に置き換えても、心配と良い意味と様々なことを考えさせられる 

・昭和６０年頃からの住民と行政とが協働した取り組みを進める中で、１０を超える様々な表彰を受けて

いる。このことからも「町民の誇れるまちに」との意気込みを感じる。また、説明した職員からは誇りが感

じられた 

（作成：永井一英） 
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（５）各委員の所管 

ア良かった点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・ せっかくの伝統的な町並みが生かされず、観光客がほとんど訪れなかった地区を、電線の

地中化も含めて整備修景したことにより、年間１００万人以上の観光客が訪れる町並みに蘇ら

せた点。 

・「道の駅からり」で、女性の活躍によって町内の農産物販売額の約１５％を売上げている。そ

の陰には「からりネット」に代表されるＩＴの導入によって、鮮度を追求することで安全安心な農

産物を提供するシステムの構築がある。 

・八日市護国地区では、保存活動として毎月第１日曜に清掃活動を行ったり、空き家の管理

作業を自主的に実施するなど、地区内の整備について行政との協働が進んでいる。 

吉川秋利 ・内子座や町並み保存を国や県の大きな補助を受けながら、電線の地中化や景観に配慮し

た整備を行い、交流人口も増大した。 

岡田倫英 ・「住んでいる人が汗をかかないと輝かない」の意識の元、町並み保存や環境保全型農業、産

直市場の運営などさまざまな取組みが展開されている。 

・村並み保存運動では「周辺が元気じゃないと中心部が栄えない」の思いで水車まつりなどの

活動を行ったという。周辺と中心部の共存意識が根付いているのだと感じた。 

福澤克憲 ・八日市護国重要伝統的建造物群保存地区の町並みを歩き、歴史的建造物の保存の重要

性を改めて学ぶことができた。 

古川 仁 ・保護活動を教育委員会主体ではなく保存会を立ち上げ保護活動を行っている点。 

・会則を持たない、補助金に頼らない、多数決でなくリーダー主体という取り組みは驚いたが

参考にはなった。 

永井一英  

福沢 清 ・一番印象的だったのは「内子座」。このような建物が現在も残って当時をしのぶことができる

のは素晴らしいと思う。街並みと合わせ、昭和時代にタイムスリップした感じ。 

新井信一郎 ・住民自らが率先して取り組んでいる。 

 

 

イ参考となりそうな点 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・地域づくり事業を申請し、承認されれば５０～１００万円を限度に事業費の８割～１０割を町が

補助、この補助率は魅力。 

・石畳地区で、３０～４０代の住民が主体となって「石畳を思う会」を立ち上げ、地区に残る水車

小屋を復元したり、村並み保存運動を推進し地区の活性化を図っている。そのメンバーが、

後々自治会を引っ張る存在となった。 

吉川秋利 ・町並み保存は、教育委員会主導でなくて保存会が所管すべき。その理由は、教育委員会は

保存するのみで、活用することができない。 
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岡田倫英 ・奇跡的に保存ができた内子座は、建物自体の魅力はもちろん、地元の子どもたちが狂言を

発表するなどソフト活用もうまく行われている。 

・修景された町並みには、木蝋産業など地域の特徴的な歴史が分かりやすくにじみ出てい

た。ある民家では工芸をしている住民が通りから見えやすい場所で作業をしていて、積極的に

「見せる」意識が感じられた。 

福澤克憲  

古川 仁  

永井一英  

福沢 清 ・今年 仲ノ町を「春草通り」として命名したが、何らかの取り組みをして人が訪れる町、通りとし

ていきたい。 

新井信一郎 ・ランドスケープデザインの意識が生きている。 

 

ウその他、感じたこと等 

委員名 内容 

山崎昌伸 ・重要文化財「内子座」の存在が、町民の誇りとなって現在のまちづくりに繋がっているのでは

ないか、シンボル的な存在の大切さを感じた。 

吉川秋利 ・「石畳を思う会」の活動について、（１．会則を持たない。２．補助に頼らず自立する。３．多数

決を取らず、提案者がリーダーとなって活動する）と言う方向性で事業展開がされている。将来

的には企業組合など、課題はあるが、当面事業を推進するには有効であると思う。（天竜川鵞

龍峡復活プロジェクトも同じような形態かと思う。） 

・「住んでる人が汗をかく」言い得て妙と感じた。 

岡田倫英 ・なり手とノウハウが途絶えないよう役員の任期を設けない点は現実に即しているが、長く会長

を務めている場合でおおむね 10 年というのは長すぎると感じた。 

・村並み保存活動の初期において元飯田市職員の高橋寛治さんが講師で訪れていて、内子

町立大瀬中学校の校舎を飯田市出身の建築家・原広司さん設計によるものだと、飯田市との

意外な縁があった。 

・町並み保存はきれいに整備されてきている。人口減少が進む将来にわたっても、景観を保て

ていけるのかどうかも気になった。 

福澤克憲 ・大正５年建築の芝居小屋「内子座」を見学させていただき、現在も地域の文化施設の拠点と

して活用・保存されていることが大変羨ましく感じた。歴史的町並みや建造物をなくしてしまう

のは簡単にできるが、一度なくしてしまえば元には戻せないことを痛感した。 

古川 仁 ・内子町だけでなく周辺の自治体も元気でなければならない点や女性が元気で活動している

点など重要と考える。 

永井一英  

福沢 清 ・小学校をコンクリート建てから、木造に作り替え周辺の景観と合わせたのはこの町の心意気を

示したものといえる。今後も内子座をはじめ、歴史的が保存されていくことを願う。 

新井信一郎 ・美的センスは常に必要。誰かに常にみられている、また、隣近所の連携により古き良き建築
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物を中心に活かすことにより、空き家や耕作放棄地軽減となり、結果地域経済活性化につな

がる観光客誘致に繋がっている。 

 

 

全体を通しての改善点など 

委員名 内容 

山崎昌伸  

吉川秋利  

岡田倫英  

福澤克憲  

古川 仁 ・全体を通してですが、各自治体や地域の方の頑張りや意識改革は重要と考えますが、その

根底には行政の住民に寄り添う姿勢や職員派遣など手厚い支援と、なにより首長の決断と行

動力が必要と考えます。今後も視察内容を精査、議論しなくてはと考えました。 

永井一英  

福沢 清  

新井信一郎 ・非常に視察地の受け入れ日程に都合により、同中の行き来の時間が多く割かれてしまったこ

と。 

・その地域の人が集まる場所、来訪者がお金を消費していくところは（観光地）産業建設委員

会ではないが、地域の財政基盤の下支えや民業の仕組み（運営手法）など学ぶべき点は総務

委員会でもけっして後ろ指さされることはないと思うので今後ご一考を。それは、休憩ﾄｲﾚの寄

る場所にも言えます。緊急生理現象対応は仕方がありませんが、同じ 20 分を使うにしても人寄

りの多い場所にはその名の通り、人を寄せ付ける物や風景があります。今後リニア新時代、今

まで疎かになっていたオモテナシ、そういった場所で学ぶべきかと思います。 

・委員長、事務局次長、すべての皆様に感謝申し上げます。 
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飯田市議会 社会文教委員会 所管事務調査（視察）報告 
令和元年９月 20日  

第１ 調査実施期日 

  令和元年７月２日（火）～４日（木）   
第２ 調査事項（視察項目及び視察先） 

 

１ 生駒市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について［奈良県 生駒市］ 

 

２ 生駒市図書館の取り組みについて ［奈良県 生駒市］ 

 

３ 奈良市いじめ防止基本方針について ［奈良県 奈良市］ 

 

４ 奈良市の ICT教育について ［奈良県 奈良市］ 

 

５ 奈良県の文化資源の活用について ［奈良県庁   ］ 

 

６ 草津市子ども・子育て支援事業計画について ［滋賀県 草津市］   
第３ 参加者 

 

  社会文教委員長 村松まり子、社会文教副委員長 湊 猛、 

  塚平一成、竹村圭史、木下容子、清水 勇、原 和世   
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第４ 調査概要（視察報告） 

１ 生駒市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について ［奈良県 生駒市］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月２日（火） １３：１５ ～ １４：３５ 

イ 場所 奈良県 生駒市役所 議会棟 

ウ 説明者 生駒市 福祉健康部 次長 田中 明美氏 

地域包括ケア推進課 主幹 渋谷 英生 氏 

エ 視察の目的 

生駒市は早くから将来を見据え、住み慣れた地域で医療、介護、予防、住まい、

生活支援が包括的に行うことができる仕組み作りの先端を歩む。住民ニーズを汲み

取り、地に足のついた業務を進めており、厚生労働省とも連携し、他地域からの視

察も絶えない（介護予防事業に年間約 200人の視察）。また生駒市の地域ケア会議の

特色としては「①個別課題解決機能」、「②ネットワーク構築機能」、「③地域課題発

見機能」、「④地域づくり・資源開発機能」、「⑤政策形成機能」という５つの機能を

有し、地域包括ケアシステムの実現のための有意義な手段の一つとして、地域ケア

会議（Ⅰ）～(Ⅳ)までの類型に分けて開催している。 

この生駒市の取り組みを、飯田市の福祉介護施策向上へ活かしていくべく、視察

を行った。 

オ 視察の視点 

・地域包括ケアシステムの深化・推進 

・地域包括支援センターの体制と特徴的な活動 

・高齢者の健康づくりと介護予防の総合的戦略 

・認知症に関する取り組み 

・医療介護連携体制の実態は 

・地域ケア会議（自立支援型）の運営状況は 

・生駒市独自の総合事業に取り組み始めた経緯と現状は 

・介護予防・生活支援サービス事業（ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ PLUS教室等）の運営状況と成果は 

・高齢者の生きがいづくり…多様な図書館サービスの実態は 

・認知症の早期発見・早期受診・早期治療の取り組みは  ほか  
(2) 調査報告(調査内容) 

ア 生駒市概要： 

 人口 117,051人、世帯数 50,253世帯 (令和元年３月末現在） 

 面積 53.15k㎡ 

イ 生駒市の概要について 

〇最初に 

生駒市は高齢化率 27.6％、要支援・要介護認定率は 14.2％（共に平成 31年 4月 1

日時点）と、全国に比べても認定率が低く、これまでの取り組みの経過の中で少しず

つ下がってきた経緯がある。その中で、地域支援事業の推進に中心となって取り組む

のが地域包括ケア推進課である。 
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超高齢社会をどう考えるか、の観点から大切な視点と捉えるのは、まず「高齢者は

支えられる側の立場」のイメージから脱却し、支える側にまわれる仕組みの強化であ

る。新規に介護老人保健施設がオープンしたが、全面ガラス張りで高齢者の通いの場

として活用され、また 70歳を超えた方の就労に繋がったケースも聞いている。ま

た、行政側もトップダウンの政策には限界を感じているので、地域の関係機関や住民

らとの協働が重要となる。 

なお、生駒市は特に大阪、京都等の人件費の高い地域と近い事もあり、介護人材の

確保は喫緊の課題と捉えている。 

 

〇介護予防・日常生活支援総合事業について 

生駒市では平成 27年 4月より全国に先行して事業を開始したが、事業のメニュー

が多く令和元年度には事業数も更に膨らみ、サービスについてかなり大きな幅の中で

選択できる、自己決定ができるところが、生駒市の特徴と捉える。 

大きな特徴として、総合事業のデザイン化について示す。集中介入期（STEP1）と

して、週 2回送迎付きで無料。最長半年（大体三か月）で元の生活に戻っていただけ

る事業を「パワーアップ PLUS教室」として、通所と訪問で行っている。次に移行期

（STEP2）として、地域に帰るまでにもう少し頑張っていただきたいという主旨で、

週 1回送迎付で三か月間利用していただく取り組みがあり（委託と直営、両方あ

る）、生活期（STEP3）に移行していただく。 

「パワーアップ PLUS教室」の取り組みを短期間に仕上げるために重要な要素が

「地域ケア会議」である。流れとしては、まず利用が好ましい対象者を地域包括支援

センターでピックアップし、医療介護連携の中で「診療情報提供書」（所定のリスク

管理の帳票）を主治医から頂いてもらう。そして二次アセスメント（事前訪問）によ

り 3人の専門職の異なる目が入り、初回の地域ケア会議において多職種間で方針等が

検証され、サービスが開始される。 

参加していた方が、今ではサポーターとして尽力下さっているケースもあり、（説

明では 3人の該当者が紹介され）3人ともアルツハイマー型認知症の方である。認知

症でも要介護 1程度の方であればまだまだ地域の活動ができる、という証でもある。 

具体的な効果としては、通所型サービス Cの平成 29年度の成果を見ると、実人数

220名のうち、7割近い（67％）方が通いの場へ移行（卒業）され、かなり費用対効

果の高い事業となっている。また、市の後期高齢者数の増加の中、予防給付、総合事

業決算額は減額してきており、これは全国的に見られない傾向と捉える。 

生活期のメニューとして住民主体の通いの場である「ひまわりの集い」は大変人気

が高く、要介護の方が認定を取り消して自費になってもここに来たいという方もいる

等、最高年齢も 100歳で、一般のデイサービスとは違う面白さがある事を紹介する。 

対象者のピックアップに際し「基本チェックリスト」を活用している。これは 75

歳以上で要介護、要支援認定を受けていない人を対象に実施、居所確認を行っている

ので「返送しないと年金が減らされるかも」との認識もあるのか高い回答率を得てい

る。未返送の方は認知症で返信不能の方も想定されるが、その方らの実態把握事業も

委託している。 
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〇一般介護予防事業のデザイン化、ソフトランディング 

 一般介護予防事業を年齢や対象者毎に分けていく中で、例えば生涯学習の部署で行

われている事業等でも総合・地域支援事業に使えるものはお金を配分して、効率的に

使っていくという考えで、「80歳くらいの方が通える」という点に焦点を当て通い

の場を作っていく事でゆるやかに要介護・支援認定率を下げていくという狙いで取り

組んでいる。 

 地域ボランティア講座を平成 15年より継続して行っているが、自己実現ができる

場所に参加したいという高齢者が増加する傾向の中、平成 29・30年に老人クラブ連

合会を対象に新たな講座をしたところ、住民主体・地域運営の通いの場としての「い

きいき百歳体操」の教室数が急増（平成 27年に 2教室だったのが平成 30年には 74

教室）。この体操は高知市発祥で、住民主体で週 1回筋トレを行う、市からは金銭の

補助はない事業であるが、市においては、手軽、気軽、身軽、の 3種の進め方がされ

ている。参加人数も 1,000人を超え、それを記念して昨年 11月 10日には交流会が開

催され、1,005人の来場者があった。ほとんどお金をかけずに、市職員と事業者とボ

ランティアの手で実現できた。 

 

〇生活支援体制整備 

 地域包括ケアへの普及啓発や地域力向上へ向けどのような支えの仕組みができるの

か、という事で、住民主体の事業を推進、また地域におけるワークショップや地域ボ

ランティア講座の開催等に努めている。 

 

〇地域ケア会議の促進 

 地域ケア会議は 4つの類型に分かれている。また、包括支援センターにおいてもセ

ンター会議や部会議が開催され、かなり丁寧な状況と捉える。庁内連携会議の場とし

ては副市長をトップとした「生駒市地域包括ケア推進会議」が運営されている。 

好事例として、82歳の脊椎管狭窄症の方が、二年後には自身の地域に「いきいき

百歳体操」を立ち上げられたケース、短期集中事業に参加された方が後に自ら所有す

るお寺を開放して通いの場が作られた、というケースも紹介。 

取り組みにおいては個別課題の解決だけではなく、地域課題、資源開発、政策形

成、へと繋がっていく事が特徴。また会議を通じて認知症の人・家族を支える仕組み

づくりの構築について、認知症の方を支える「認友」養成の必要性を検討、活性が始

まっている。 

 

〇医療介護連携の推進 

 「医療介護連携ネットワーク協議会」を親元として推進。市長を始め、三師会会長

や事業所の代表等 20名で構成、今年度からは市内の病院長も参画されている。その

元に入退院調整マニュアルを作成・運用される「在宅医療介護推進部会」と、「認知

症対策部会」が置かれる。「在宅医療介護推進部会」においては資源集のデータベー

ス化や入退院支援マニュアルの策定等、「認知症対策部会」においては認知症ケアパ

ス作成や認知症初期対応事例集等の取り組みが行われている。 



 5 / 32  

連携促進についてはケアマネジャーの資質向上を目指した事がきっかけで、介護支

援専門員と主治医の連携促進の重要性の認識のもと、医師会との協議で市オリジナル

の診療情報提供書やケアマネハンドブックが作成される。 

 また生駒市の特徴として、平成 26年より、総合事業の利用者に対し二次アセスメ

ントツールの作成会議を開催、この取り組みは国でも全国展開をしたいという旨を聞

いている。 

 

〇認知症施策の推進 

 認知症の方の 52％が一人では薬の管理や留守番・電話番ができない、という数字

でこれは大きな問題と捉える。7期の計画では、特に認知症施策を促進する内容に色

替えした。家族への支援、当事者の思いの尊重の観点が権利擁護としても重要と捉え

る。 

早期発見の取り組みとしては、認知症地域支援推進員の増員、物忘れ相談事業の実

施に取り組んでいる。相談事業は「病院はハードルが高いが役所なら行ってもいい

か」という事も期待して月に一度、精神科医を招いて開催。 

また、認知症簡易スクリーニング機器を市で購入して 7台配置、6地域包括支援セ

ンターと地域包括ケア推進課窓口に設置され、使用者の中から必要な方については機

関へつなげている。お祭りの際にも機器を設置し、活用している。また認知症初期集

中支援チームを直営で行っているのも特徴と捉える。 

 

 支援としては「認知症にやさしい図書館づくり」という事で、図書館に認知症関連

本のコーナーを設置し、また本の宅配ボランティアも実施。平成 29年には「認知症

と図書館サービスに関する講演会」も開催、その中で認知症簡易測定機器の体験も実

施された。 

 認知症を支える輪の広がりとしては、認知症カフェが市内 4か所で開催され 2か所

が住民主体で開催される。包括支援センターの相談事務所に「まちかど図書館」を開

設している事例がある。 

また、認知症の方や家族への、例えばサロンに行く日を忘れている人に「今日は〇

時からだよ」と教えるような、ちょっとした支えとなるボランティアとして「認知症

支え隊」の養成事業が行われ、継続的に支援者を募り登録していただき、マッチング

を社会福祉協議会に委託をして取り組んでいる。 

 

〇地域包括支援センターの機能強化 

 予算確保を重要視していて、委託料は県内で一番高い。市との風通しの良さも重要

視し、月 1回のセンター会議も開催。機能強化型地域包括支援センター設置、各セン

ターへの認知症地域支援推進員 1名の加配等へも取り組み、またケアマネージャーハ

ンドブックの作成・更新を行っている。  
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〇庁内連携（地域包括ケア推進会議） 

 地域包括ケア推進会議は副市長をトップとして運営。庁内部課横断的に課題の解決

をはかる。例として、職員にオレンジリンクを持ってもらおうという場合には人事課

との連携、終活への取り組みでは生涯学習部署との連携等を示す。すべての部局を横

串でつなぎ、オール生駒での対応を図っている。 

最後に生駒市における地域支援事業の連動性を示す。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ 認知症サポーター養成の取り組みと併せ、「認知症の人にやさしいお店」制度等

があるという事だが、特筆すべき点は。 

Ａ 説明はしなかったが参考資料として添付。認知症サポーター養成講座は平成

21年から取り組み、延べ 9,208名が受講。企業・店舗向けのサポーター講座も

行い、受講した店舗等には「認知症の人にやさしいお店」ステッカーを配布。

これまで 37店舗に配布して、内 13店舗がステッカー貼付。他に小学生や市職

員向けの養成講座も実施する等、様々なターゲットの方に広まりつつある。国

で推奨するスキルアップ講座については、今のところ特定の部分でしかできて

いない。 

Ｑ パワーアップ PLUS 教室について、チェックシートで該当とされた方は全員そ

の流れに乗っていくのか。 

Ａ 要支援の方、要介護申請をされたい方については、地域包括支援センターに

よる意向や状況の聞き取りの中で、この方にはどのようなサービスがいいのを

把握していく中で振り分けていく。あと非認定者の方については、基本チェッ

クリスト実施の際の回答内容からハイリスクと思われる方への呼びかけという

事で水際対応として行っている。 

Ｑ パワーアップ PLUS教室は直営か。また例えば委託した場合の運営スタッフは。 

Ａ 社会福協議会に委託するケース、社会福祉法人に委託するケースがある。社

会福祉法人に委託した場合、理学療法士か作業療法士のどちらか 1 名と看護師

等、5名ほど。理学療法士は社協には職員としてはいないので、市内の病院から

派遣される等。 

Ｑ 認知症地域支援推進員の増員について。 

Ａ 各包括に専任で一名ずつ配置するべく予算計上しているが、人材確保が難し

く、推進課でこの 5月に嘱託で募集をしている状況である。 

Ｑ 徘徊高齢者捜索模擬訓練が平成 30 年度は 5 つの自治会が参加とあるが、具体

的にどのような訓練か。またどのくらいの参加人数なのか。 

Ａ 最初にサポーター養成講座を一時間くらい行い、その後グループに分かれ、

高齢者の徘徊情報が自治会へＦＡＸで入ったとの想定のもと、探しにいく。プ

レゼンをして、みんなで探しにいく訓練。実際に どれだけ声掛けができたかと、

ゲーム性も交えた。自治会毎の参加人数は、だいたい 30～40人くらい。 
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Ｑ 地域ケア会議を 4つに分けた理由等、詳細を聞きたい。 

Ａ 最初は 3 つでやっていた。当市は介護保険制度制定前より、介護予防と地域

づくりの重要性を捉え、地域をこのように支えていく、という部分だけで始め

ていた。平成 24年に「市町村介護予防強化推進事業」という国のモデル事業の

採択を受けた際、国より後付けで自立支援型の事業に取り組むよう言われ、市

から望んで始めた事業ではなかったが、失敗しながらの取り組みの中で、生駒

市らしい事業が徐々に作られていったと認識している。一人一人の生活を真剣

に考える中で、専門的指導的なものではなく、毎日の生活の中で「これがあっ

たらこの人はもっと幸せになれるかな」という、ヒューマン的な、人間らしい

対応が必要と捉えている。 

Ｑ 住民主体の通いの場のメニューが増えている事はすごいと思う。どのような仕

掛けとか地域性等あるのか。 

Ａ すべてが住民主体という事ではないが、身軽、気軽、手軽というような、住

民が負担と思わないでできる事が一つある。例えば、いきいき百歳体操は会場

の鍵を開けて、DVD を映す環境と市が提供するディスクがあれば、それを流せ

ばマネをしてできるという単純な形態である。しかし、専門職が行かなければ

できないようなものであると専門職が確保できなければ、できないというハー

ドルの部分がある。 

裾野を広げるメニューと、もう少し大きな枠で専門的なメニューと、デザイン

をして分けている。高齢者サロンは住民だけで運営できるし、そのコマの、ど

のくらいの箇所にどのくらいの割合であるのか、色分けをしている。 

Ｑ パワーアップ事業の中で、利用者が逆にサポーターになったケースがあったと

いう事で、この方たちは、通所介護サービスＣの成果の中では、どの部分に当

てはまるのか。 

Ａ 先に説明した 3名は、送迎がなければ来られない等の環境もあり、「一般介護

予防事業」に参加しながら、その中でボランティアをやるのが仕事であり、扱

いとしては事業参加者である。 

Ｑ 実際に上記の方はどのくらいいるのか。やったことによって生き方が変わって

きたか。 

Ａ 機械が 6 台あり、機械毎に 1～2 名配置しているので、毎回 6 名（月、火、

木、金と）。週 1回の方もいれば 2回の方もいる。自分の人生が変わった、と実

感されている方がいる。 

Ｑ 2025年で第一次問題と言われる中、その次の高齢者のピークはどのように見通

すか。 

Ａ 今の平均寿命でいくと、2040年くらいで大きな変動があるとみるが、今しば

らくこの形で、この 10年間の情勢は変わらないと見る。 

 

Ｑ 介護予防、総合事業の取り組みの中で特に「これだ」という特徴的な事は。三

か月間は無料という事だが、それ以降は有料か。 
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Ａ 利用料を取らずに待機集中で訪問と通所を抱き合わせて行われる事業はそう

はないと思っている。その中で、認知症の方も事業対象者として組み入れ、ま

だ元気で交われると、給食も作っているケースは頑張っているのかなと思って

いる。あと、三か月間で、地域へ戻れる知力と体力をつける、と宣言をしてく

れているので、大半は三か月で卒業できる。 

 

(4) まとめ、考察 

・保健師、看護師、介護支援専門員でもあり、市役所において福祉健康一筋で四半世紀

近くを迎えられると推測される田中明美福祉健康部次長の、芯のこもった、実績に基

づく自信を感じさせる説明との印象を受けた。冒頭説明の要支援・要介護認定率の低

さのくだりでも、「ここまでの取り組みの成果」と、控えめな表現ながら示された部分

にも、氏がある程度先頭に立って進めてきたという自負感を垣間見た。 

・「パワーアップ PLUS教室」が、最長半年という説明であったが、実質的には三か月で

地域へ帰れる知力と体力をつけられる、と言い切られる部分にも、各専門職の英知を

結集されて取り組まれている実態が推測できる。今後の飯田版の取り組みで、更に詳

細を参考にしながら取り組んでいく事を望みたい。また、「支えられる側から支える側

へ」の仕組みの強化は大きな視点であり、社会貢献の喜びや自己実現欲求を引き出す

事で、高齢者の自立支援といきがいづくりに寄与できると確信でき、自立状況と金額

の効果も数字で示され、説得力のある施策と捉えた。 

・一般介護予防事業のソフトランディングの中でも、老人クラブ連合会への講座提供に

より「いきいき百歳体操」の教室数の急増という成果があげられ、手軽、気軽、身軽、

の理念から輪が広まっている所も参考にしたい。 

・地域ケア会議について、一人一人の生活を真剣に考えていく中で失敗もしながら生駒

市らしい事業の創生がなされたという旨の説明もあり、個別課題の解決から政策形成

などへつなげる特徴的な事業と受け止めた。 

・医療介護連携の促進においては、ケアマネジャーの資質向上の観点からという事だが、

この事には現実味を感じる。また二次アセスメントツール作成会議の取り組みもきめ

細かな対応と評価する。 

・認知症施策については、早期発見の取り組みの中で、簡易スクリーニング機器の購入

で幅広い市民への機器使用の提供という部分に意気込みを感じた。また、図書館とい

う生駒のまちづくりツールと連動された取り組み、ちょっとした支えになりたいとい

う「認知症支え隊」の取り組みも共感でき、「認知症の人にやさしいお店」制度や徘徊

高齢者捜索模擬訓練の取り組み等にも注視したい。 

・地域包括支援センターの機能強化の中で市との風通しの良さを重視した取り組みや副

市長をトップとした庁内連携の地域包括ケア推進会議の設置等の連携推進体制も評

価できる。 

以上、飯田市にとって参考となりうる要素を多く頂いた調査研究であったと認識する。 
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(5) 各委員の所感  

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・地域包括ケア推進会議（庁内連携会議）を設置し、地域包括ケア

の実現に向け、副市長をトップとして庁内部課横断的に課題を抽

出し、解決に向けて取り組み全ての部署を横串でつなぎ ALL生駒

で対応している。 

・介護認定を前提にするのではなく、本人の意思で改善をしてもら

うことを提案し予防を図っている。 

湊  猛 ・介護予防について総合事業の中で、総合事業をデザイン化して生

駒市独自の体系図を考案してステップ 1～ステップ 3までステッ

プアップして（元気アップ！）している点。 

塚平 一成 ・総合事業のメニューが豊富で、大きな選択肢の中でサービスの自

己決定ができる土壌の構築。 

・老人クラブ連合会への講座提供により「いきいき百歳体操」の教

室数が急増、手軽、気軽、身軽、の理念からその輪が広められて

いる点。 

・副市長をトップとした庁内連携会議（地域包括ケア推進会議）の

運営で、すべての部署で横串につなぐ「オール生駒」の施策への

取り組み。 

竹村 圭史 ・７０歳を超えた人も「支える側」にまわれる仕組みづくりに取り

組んでいる点。 

・そのための自立支援と重度化防止を徹底して取組んでいる点。 

・「２５問の基本チェックリスト」の実施において、未返送者をそ

のまま放置せず把握に向けた取組みをすることで、支援の必要な

人を掘り起こす水際作戦を実施している点。 

木下 容子 ・早くから将来を見据え、介護予防・日常生活支援総合事業の仕組

みづくりに取り組んできた点。 

・「いきいき百歳体操」がしっかり実践されており、来場者が 1,000

人を超えて実施されていること。 

・総合事業を通じて、「パワーアップＰＬＵＳ教室」を通じ、サー

ビスの受け手が担い手に回れるように改善が進んでいる点。 

・認知症の早期発見、早期受診、早期治療の体制が整っていること。 

清水 勇 ・生駒市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について、

総論・５章 各論 ６章について取組内容は理解できた。 

原  和世 ・地域包括ケアの実現に向けた地域ケア会議を構築しており、地域

ケア会議に期待する役割としてその機能を、個別の課題を解決・

地域の課題を整理・関係機関のネットワーク化・地域にない資源

の開発と事業創出・行政課題に反映、など 5つの機能を明確にし

ている点。 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・多職種連携を必須として、介護予防ケアマネジメントマニュアル

や通所型サービ ス C のマニュアル、ケアマネハンドブックや認

知症初期対応事例など、質向上に向けた取り組みを展開してい

る。 
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湊  猛 ・住民主体に地域運営に力を入れている。3種の進め方（手軽・気

軽・身軽）に集いの場での参加者が多くなっている点。 

・地域包括支援センターの機能強化している点。 

塚平 一成 ・総合事業を通じて高齢者が高齢者を支える、サービスの受け手

が担い手へと進化されていく仕組みが促進され、認知症の方が

社会貢献できうる素地が構築されつつある視点は是非参考にし

たい。 

・パワーアップ PLUS教室の取り組みで、三か月で地域へ帰れる知

力と体力をつけられると宣言された上での取り組みは飯田市版

の取り組みの参考にしたい。 

・認知症簡易スクリーニング機器を 7台導入、包括支援センター

窓口やおまつり時に設置される等、幅広い市民への広がり。 

・認知症支え隊の養成と取り組み。 

・市オリジナルのケアマネージャーハンドブックの作成と更新。 

竹村 圭史 ・通所サービスＣにおける「パワーリハビリ」で自立支援と重度化

防止を図っていること。 

・支援の必要な人を掘り起こす水際作戦を行っていること。 

木下 容子 ・認知症の早期発見、早期受信、早期治療を推進するに関して、地

域支援推進員の増員・物忘れ相談事業の実施、認知症簡易スクリ

ーニング機器の導入・認知症にやさしい図書館づくりなど、飯田

市でも取り組み可能な事例であると思う。 

清水 勇 ・飯田市の取り組み状況を検討し参考としたい、各論の取り組みに

ついては参考になる項目はあると思う。 

原  和世 ・上記に基づき、地域ケア会議を 4つに分類し会議の性格分けをし

ている点が特徴的かと思うが、飯田市の実情と比較し検討も必要

か。 

 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・専属で何年も携わる職員がエキスパートとして進めていった方

が、事業の着実な進捗が図れると感じた。 

湊  猛 ・たくさんの資料を提供してくれた事。 

・全ての部署を横串でつなぎＡＬＬ生駒で対応している点、素晴

らしい。 

・田中明美次長の説明が早すぎて理解できない点もあった。 

塚平 一成 ・飯田市の施策向上のため、今後更に施策の推移を見守っていく

価値があると捉えた。 

竹村 圭史 ・以前から言われているが、いかに要介護にさせないように、また

は介護度が進行しないようにするための取組みが大切だと感じ

た。 

木下 容子 ・認知症への理解を深めるための普及・啓発活動の、「認知症支え

隊養成講座」「徘徊高齢者創作模擬訓練」など、飯田市でも、も

っと数多く実践が必要ではないかと思う。 

・人口規模は飯田市とそれほど変わらない生駒市であるが、「いき

いき百歳体操」、「認知症と図書館サービスに関する講演会」な

ど、非常に多くの参加がある。市の面積が少ないために参加し

やすいのかもしれないが、実施の方法や呼びかけ方法など、参

考にしたい。 
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２ 生駒市図書館の取り組みについて ［奈良県 生駒市］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月２日（火） １４：４５ ～１６：２０ 

イ 場所 奈良県 生駒市役所 議会棟 

ウ 説明者 生駒市  生駒図書館 館長 西野 貴子 氏 

                 主幹 入井 知子 氏 

エ 視察の目的 

・「人と本、人と人をつなぎ、まちづくりの拠点となる可能性に満ちた図書館づくり」

に取り組んでいる生駒市図書館の活動について学ぶ 

・図書館とまちづくりワークショップの取り組み 

・ビブリオバトルの取り組み 

オ 視察の視点 

・「人と人がふれあいを深めることができる場」を目指す図書館の活動とは 

・本を使った新たなコミュニケーションツールとして注目されている「ビブリオバ 

トル」に取り組んだ背景と現状は 

・市役所内部や市民団体、商工会議所などとの連携イベントについて 

・１０代～２０代の若者の活動「本活部」の取り組みについて 
 

(2) 調査報告(調査内容) 

ア 生駒市概要： 

 人口 117,051人、世帯数 50,253世帯 (令和元年３月末現在） 

 面積 53.15k㎡ 

イ 調査の概要について 

・生駒市内には５つの図書館・室があり、それぞれの館が地域に根差した特徴ある

活動を行っている。 

・生駒市図書館は、「人と本、人と人をつなぎ、図書館からまちづくり」を目指して

活動している。 

・「ビブリアバトル」の実施。「図書館は無料の貸本屋である」という認識があり、

その結果、ベストセラーが大量購入されるも、ブームが去ると書庫に眠ってしま

う本も多い。また、無縁社会といわれる現代は、地域社会が崩壊し、孤独な方が

増えてきている。読書は、本来は個人的な楽しみだったが、読書を通じて人のつ

ながりを作れないか。加えて、少子高齢化やネット利用の増大で図書館利用が減

少してきた。これらを解消する意味で、「ビブリオバトル」に取り組んだとのこと。 

・平成 24年 12月から毎月１回定期開催。様々な形でのビブリオバトルが開かれる

ようになり、今年度は、第５回ビブリオバトル全国大会ｉｎいこまを開催予定。 

・「図書館からまちづくり」・「人と人をつなぐ」活動として、「図書館とまちづくり

ワークショップ」「本棚のＷＡ」「お茶会＠北分館×茶筌のふるさと」「未在亭」「ま

ちかど図書館」「まわしよみ新聞」などの活動が続けられている。 

・地域の課題を解決する取り組みとして、「本の宅配サービス」や「音訳サービス」

市民自治協議会との連携である「朝活読得会」などが活発に行われている。また、
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市民グループの活動としてストーリーテリングや、読み聞かせ、図書館でのお話

会、学校への出前授業がボランティアで行われている。 

・これらの事業が活発に行われている背景は、市活動が活発で、協力してくれる市

民が多いこと、市民の読書に対する関心が高いこと、職員も、おはなしや音訳の

スキルを学び、活動していること、市民団体や行政の持つ力を最大限に引き出し、

共有できている、などの点が挙げられるという。まちづくりの拠点となる図書館

を目指したい、との館長の言葉であった。 

・「雑誌スポンサー制度」とは、企業・団体に雑誌の購入費用を負担してもらう代わ

りに広告を掲載する制度。平成 28年度５社 18誌⇒令和元年度 11社 24誌。 

・行政機関との連携 

・女性への活躍支援（多様な働き方を求める女性たちに対し、レファレンス、参考

図書の紹介、ブックリスト作成配布） 

・学校に行けなくなった不登校の子供たちへのサポート。 

・引きこもりなどの方たちへの就労・自立支援。 

・読み聞かせ、おはなし会での防災教育や生駒の魅力の認識への啓発活動。 

・学校司書との連携での活動。学校図書館が充実してきたので、今後は公立図書館

の役割の再認識が必要になってきた。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ 生駒駅前に図書室ができたのは、市の構想によるものか、あるいは市民からの

要望で作られたものなのか。 

Ａ 駅前にはもともと小さな図書室があったが、改築時期を迎えることになり、

市民からの寄付を受けて、「木田文庫」として平成 26 年４月に生駒駅前図書室

として開室した。平日は夜８時まで開館。読書カフェもあり、飲み物を飲みな

がら読書を楽しめるが、本が汚されることはほとんどない。 

Ｑ 来館困難者への「本の宅配サービス」について、市民がボランティアで関わっ

ているとのことだが、全くの無償で協力して頂いているのかどうか。 

Ａ 全くの無償で協力して頂いている。近所の人同士の助け合い感覚で取り組ん

で頂いている。平成 26 年度に鹿ノ台地域から開始。段階的に全域に拡大した。 

Ｑ 新たに「図書館託児事業」を始められるということだが、具体的にはどんな事

業か。子どもさんを預かるということだが、託児の場所は図書館内で行うのか。 

Ａ 小さな子どもさんを預かることで、親が自由に本を選んだり、楽しんだりで

きるようにと、今年度託児ボランティア養成講座を行い、来年４月に実施予定。

他の図書館では、ＮＰＯや委託を行っていることが多いが、図書館の近所の方

にお願いし、図書館内の一室で子どもさんを預かる予定。 

Ｑ 図書館に関わる市民グループがいくつもあるが、生駒おはなしの会は、どうい

ったきっかけでできた会なのか。 

Ａ 図書館が主導して作ったグループで、ストーリーテリングや読み聞かせを行

うボランティア。図書館でのお話会や、学校への出前授業を行っていただいて

いる。 
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Ｑ ビブリオバトルを興味深く伺った。全国大会は今年５回目とのことだが、今後

の展望についてはどう考えているか。 

Ａ 全国大会を実施してはいるが、毎月１回の楽しみを続けていくことが大切だ

と考えている。音楽ビブリオを行うなど、楽しんでやっていきたい。 

 

(4) まとめ、考察 

・個人的な楽しみである読書・本を通じ、人と人とのふれあいを深め、つながり、ひい

ては図書館がまちづくりの拠点となる、という生駒市図書館の思いを受け止めること

ができた。 

・「ビブリオバトル」の取り組みについて、お話を伺う前は、個人の好みや趣味である 

「本」についてバトルをすることに違和感を覚えていたが、お話を聞いて、①自分の

好み以外の本を知るきっかけ作りができる。➁知ってほしい情報を共有できる。③本

に親しむきっかけ作りができる。④お互いの理解が深まる、など、いろいろな良い点

があることが理解できた。まだ大々的ではないが、飯田市でも、学校を中心にビブリ

オバトルが始まっているとのこと、楽しく取り組むことで、若者の本離れを解消して

いけたらよいと感じた。 

・活字離れが進んでいるという 10 代、20 代の若者が、本をテーマに図書館との協働で

交流し合う「本活部」の活動に興味を持った。楽しく交流することで、本にふれるき

っかけとなればよいと思った。 

・５つの図書館、図書室がそれぞれしっかり活動していることは素晴らしい。また、職

員数 29 名のうち司書が 20 名もいるという実態は、充実していると感じた。しかし、

生駒市の十倍の面積を持つ飯田市が各地域に分館を運営していることは誇りである

と思う。（面積が広く、分館の開館をボランティアに頼らざるを得ない点や開館日数・

時間が少ない点は残念ではあるが……。） 

・「本の宅配ボランティア」制度について。高齢化社会を迎え、図書館に行けない方が増

加している現在、本の宅配は必要な制度だろうと思う。いち早く取り入れたことは素

晴らしいと思った。飯田市でも研究が始められているという。ボランティアで取り組

んでくれる市民も多いと思うので、飯田市でも早く制度化してほしい。 

・「図書館託児事業」については、飯田市では図書館内にスペースがない点、子どもの安

全面を考慮すると保育の知識が全くない方にお願いするのは難しいのでは、という点

から考えると、まだ導入は無理ではないかと考える。 

・市民の方たちとの連携などで、数々の実践を行っている生駒市の事例は参考になった。 

・無理なく楽しく続けることが大切だと思った。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・人と本、人と人をつなぎ、まちづくりの拠点となる可能性に満ち

た図書館づくりに取り組まれている。 

湊  猛 ・ビブリオバトルの取り組み（人と本、人と人をつなぎまちづくり
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の拠点となる可能性に満ちた図書館づくり） 

・「人を知る」 

塚平 一成 ・図書館を人が繋がるまちづくりの拠点と捉え、持続性ある数々の

取り組みを展開されている点。 

・地域社会が崩壊されていく中、読書を通じた人の繋がり強化や図

書館の新しい役割の模索の中でビブリオバトルに取り組み、更に

「日本最初の本が生まれた奈良」をキャッチフレーズに全国大会

まで開始された点。 

竹村 圭史 ・図書館と地場産業が結びついた活動を行っている点。（お茶会：

茶筅づくり等） 

・いわゆる「図書館」ではなく、地域に「本のある居場所」を少し

ずつだが広げていっている点。 

・中学生から大学院生までが「本」をテーマに交流する機会の場を

つくりあげた点。 

木下 容子 ※個別レポート担当 

清水 勇 ・ビブリオバトルの内容は理解できた。 

・図書館からのまちづくり、駅前図書室は人が集まりにぎわいがあ

り良い。 

原  和世 ・図書館というと堅いイメージが有るが、生駒市の場合にはいろん

な事業が自由な発想で行われており、例えば公民館の活動の様で

面白い。 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・ビブリオバトルの取り組み。 

湊  猛 ・10代～20代の 14名で本活部 

（本をテーマに交流するコミュニティ） 

・雑誌のスポンサー制度…本の購入費用を負担していただく代わ

りに広告を掲載する制度を作っている点。 

塚平 一成 ・鹿ノ台ふれあいホール図書館における、シニア世代による「ま

わしよみ新聞」等のネットワークの構築事例。 

・無償の本の宅配サービスが全市域で取り組まれ、高齢者が元気

で暮らしている事の見守り確認につながり、高齢者も化粧をさ

れて迎えられる等、他人との接点強化による効果が期待できる

点。 

・人形劇を使った図書ＰＲの取り組み。 

竹村 圭史 ・「図書館＝静かに本を読んだり勉強するところ」という既成概念

を取り払うことで、図書館の違う魅力を引き出すことができると

いう点。 

木下 容子 ※個別レポート担当 

清水 勇 ・ビブリオバトルの取り組みは検討したい。 

原  和世 ・図書館のあり方として、飯田市も発想の転換が必要なのかもしれ

ない。 
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  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・人口減少や高齢化が進むなかで図書館は、まちづくりや地域活

性化を支える役割が必要と改めて感じた。 

湊  猛 ・音訳サービスが充実している事。 

・図書館託児事業の中で、○こども○あずかる○らいぶらり（こあ
ら）をキャッチフレーズにしている事。 

・学校司書連携している点。 

・トライ子ども読書 30会議を行っている 

・「学校・地域・家庭」との連携を強化している。 

塚平 一成 ・認知症支援の取り組みでも図書館の活用がされているが、音読

による脳の活性化による介護予防の取り組みも有用であるので

はと捉えた。 

・図書館とまちづくりワークショップの取り組みの中で、リビン

グライブラリーの取り組みは個人的に参考にできればと感じ

た。 

竹村 圭史 ・活字離れが叫ばれる中、本を紹介する一つの手段として「ビブリ

オバトル」を行っていることは「楽しさ」と一緒になるため、い

い機会になると感じた。 

・「まちづくりの拠点となる図書館を目指して」ということであっ

たが、当市は地区公民館がそれぞれの図書館を包含してその役割

を担っているのかなと感じた。 

 

 

３ 奈良市いじめ防止基本方針について ［奈良県 奈良市］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月３日（水） ９：３０ ～ １２：１０ 

                 ※４の ICT教育と時間を区切って連続で実施 

イ 場所 奈良県 奈良市役所 議会棟 

ウ 説明者 奈良市教育委員会事務局 

         教育部 いじめ防止生徒指導課長 久保田 浩司 氏 

            いじめ防止生徒指導課 いじめ防止係長 中川 素 氏 

エ 視察の目的 

・奈良市のいじめ防止基本方針と取組を視察し、委員会で検討をして提言となる

よう取り組む（いじめ防止等の対策のための組織について、奈良市教育委員会

が実施する施策について） 

オ 視察の視点 

・いじめ防止基本方針を策定した背景 

・関係者との協議はどのように進めたか 

・市民の受け止め方や周知方法は 

・策定後の状況は 

・いじめ防止等の対策のための組織の実態は（学校、教育委員会、市長） 

・議会の対応は 
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(2) 調査報告(調査内容) 

ア 奈良市概要： 

 人口 354,596人、世帯数 162,984世帯 (2019年４月末現在） 

 面積 276.84k㎡ 

イ 調査の概要について 

・奈良市では、「いじめ防止対策推進法」（平成 25年法律第 71号）第 12条の規

定に基づき、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」を参酌し、市・学

校・地域住民・家庭その他の関係機関が連携して、いじめの未然防止、早期発見

及び迅速な対応を行うための対策を総合的かつ効果的に推進するために、奈良市

いじめ防止基本方針を策定。 

・この方針の基具体的な施策を推進内容の説明を受けた。又いじめ防止対策推進法

に基づく奈良市の組織は、 

１ 学校がつくる組織、２ 教育委員会がつくる組織、３ 市長がつくる組織 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ H29年・H30年のいじめの件数は。 

Ａ H29年→H30年約 2倍。 

Ｑ 各学校のいじめに対応する教員の内容は。 

Ａ 例として学校により対応が違うが、5年以上の中堅教員で、いじめ対応教員・

生徒指導担当教員・学生主任・養護教員・など。 

Ｑ 学生のスマホを持っている状況は。 

Ａ 小学生約４０～５０％、中学６０～７０％、高校９０％（県の統計）。 

Ｑ いじめの判断は難しいと思うが、どのように確認しているか。 

Ａ いじめの判断として被害感情に着目している。ただし、本人が苦痛を感じて

いなくても、SNS で悪口を書かれたなど、生徒が知らなくてもそういった案件

が確認されれば、状況からいじめと判断することはある。 

Ｑ PTAの対応は。 

Ａ PTAや家庭での対応は、内容により判断してそれぞれに対応をしている。 

Ｑ 奈良市としていじめをどのように捉えているか。 

Ａ いじめの内容を把握して基本方針の内容といじめの防止等の対策のための組

織を運用して対応している。 

Ｑ アンケートの方法と活用は。 

Ａ 各学校独自に行うが、年 3回実施している（各学期）。 

  過去のアンケートも１０年間保管している。 

Ｑ 地域との懇談、地域との取組については。 

Ａ いじめ問題に関する情報や学校が抱える問題を共有し、いじめに関する課題

が生じた時は、地域全体で対応する組織づくりを進める。 

Ｑ アンケートの内容は小学校の低学年、高学年、中学生では内容はどうか。 

Ａ 内容はほぼ同じだが、文章はわかりやすい言葉である。 

Ｑ 教職員、保護者、地域の研修についての内容は。 
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Ａ 中学校区ごとに少年指導協議会という組織があり、定期的な定例会で校区の

中の事例を報告し匿名で情報を共有している。また、市長が校区ごとに地域ミ

ーティングをしており、その基礎資料として、校区のいじめの数値なども準備

して、必要に応じて報告している。 

Ｑ 小学生のストレスの対応について。 

Ａ 子供のストレスを探りだし対応していく。 

Ｑ 正義感のある子供がいじめの対象になるときがあると思うがどうか。 

Ａ 子供サミットの中でも取り上げている、寸劇や各学校で発表して取り組んで

いる。 

 

(4) まとめ、考察 

・奈良市のいじめ防止基本方針の説明を受け、いじめ防止等のための対策の基本的な方

向、対策の内容、重大事態への対処、その他いじめ防止等のための対策に関する重要

事項については理解できた。 

・いじめ防止対策推進法に基づく組織の説明、SNSアプリによる相談、24時間電話相談

の取り組み、「ストップいじめ、なら子供サミット」の開催内容の説明を受けた。飯田

市に参考になるところは検証して取り組みたい。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・いじめ防止基本方針（第 1章から第 4章）を策定し、具体的な施

作を推進している。 

湊  猛 ・「いじめ対策アクションプラン」を策定し「いじめは絶対ゆるさ

れない」との認識のもと、早期発見していく。そしていじめを受

けている児童生徒や保護者の気持ちに寄り添い、ケアをしている

点。 

塚平 一成 ・「ストップいじめ ならサミット」の開催は、子どもと地域の大

人の協働で「いじめを許さない学校や地域づくり」への強い意思

表示への催しと捉えた。 

竹村 圭史 ・いじめが起きた集団に対し、①同調していた児童・生徒には「い

じめに加担する行為である」 ②見ていた児童・生徒には「自分

の問題として捉える」 ③「誰かに知らせる勇気を持つ」 とい

うことを働きかけること。 

木下 容子 ・いじめ防止対策推進法に基づく組織が①学校がつくる組織、②教

育委員会がつくる組織、③市長が作る組織、③市長がつくる組織、

のそれぞれで組織が作られることになっている点。また②の教育

委員会が作る組織の中で、「いじめ対策検討委員会」と「いじめ

調査委員会」とは、法律では委員を兼ねても良いことになってい

るとのことだが、奈良市では、適正な調査を行うために兼任を避

ける配慮がなされている点。 

・時代に合わせて、ＳＮＳアプリによる相談体制を取り入れたこ

と。 

・児童生徒自らがいじめについて学び取り組んでいる点。「ストッ
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プ いじめ なら子どもサミット」と連携した取り組みを行って

いる点。 

清水 勇 ・いじめ防止基本方針の策定方法、取り組み内容の説明を聞き内容

が理解できた。 

原  和世 ・奈良市いじめ防止基本方針が詳細に整理されており、いじめ防止

に係る考え方が明確に網羅されている点。 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・SNSアプリによる相談・24時間電話相談体制の構築。 

・平成 30 年度の市内中学校の子供達による自主的な活動「ストッ

プいじめなら子どもサミット」を、子どもと地域の大人が協働し

て取り組んでいる点。 

湊  猛 ・児童・生徒主体となった「ストップいじめ なら子どもサミット」

を開催している点。 

・ＳＮＳアプリによる相談や 24時間電話相談に応じている点。 

塚平 一成 ・教員の中からいじめに特化した対応教員を各校 1名設置されて

いる点で、理想の対応教員像を掴みたい。 

・SNS相談アプリの開始等相談体制の強化により、相談件数が 12

倍となった点で、重篤な相談はなかったという事であるが、本

格的な悩みになる前の段階で聞き取れているという成果。 

・「疑わし現象は見逃さない」の理念のもと、いじめの認知件数が

約 2倍と認識が向上された点。 

竹村 圭史 ・いじめが起きた集団に対する 3つの働きかけ。 

・全市統一で各学期に 1回いじめに関するアンケートを実施し、結

果および個人記録等を１０年間保存すること。 

・言語や宗教等の文化的な背景を持つ児童・生徒に対し「特に配慮

が必要」として対応すること。 

木下 容子 ・児童生徒自らがいじめについて学び取り組んでおり、「ストップ 

いじめ なら子どもサミット」と連携した取り組みを行っている

点。児童生徒自らがいじめについて学び、取り組むことが大事だ

と考える。 

清水 勇 ・SNSアプリによる相談、２４時間電話相談、「ストップいじめ、な

ら子供サミット」の取り組みは参考になると思う。 

原  和世 ・いじめに関するアンケート調査を学期毎に行い、独自に調査して

いる点と記録化されている点。 

 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・視察の説明資料が丁寧に作られていた。 

湊  猛 ・いじめ防止対策推進法に基づく組織について 

①学校がつくる組織 ②教育がつくる組織 ③市長がつくる組

織の中で、基本方針のもと、新たに設置機関を設けている事。 

竹村 圭史 ・法における「いじめの判断基準」をいかに理解し対応していくか

が求められている現在、現場の教師の心理的負担は相当重くなっ

ていると感じた。 

木下 容子 ・いじめられた児童生徒だけでなく、いじめたとされる児童生徒
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に対する指導や保護者への助言にも取り組むことがめいきされ

ており、大切なことだと思った。 

 

 

４ 奈良市の ICT教育について ［奈良県 奈良市］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月３日（水） ９：３０ ～ １２：１０ 

             ※４の ICT教育と時間を区切って連続で実施 

イ 場所 奈良県 奈良市役所 議会棟 

ウ 説明者 奈良市教育委員会事務局 教育部 学校教育課長 伊東 幹子 氏 

                  学校教育課 情報教育係長 谷 正友 氏 

エ 視察の目的 

・奈良市の ICT教育の取り組みについて学ぶ 

奈良市の ICT教育の実践について 

奈良市が目指す次世代学校支援について 

※参考：総務省「スマートスクール・プラットフォーム実証事業」、 

文部科学省「次世代学校支援モデル構築事業」 

オ 視察の視点 

・子どもたちの学力に対するＩＣＴの効果は（どのように分析しているか） 

・学び力に対する効果は 

・授業を進める上で、ＩＣＴ授業はクラスの生徒数に影響を受けるのか 

※小規模校と大規模校でＩＣＴ授業の取り組みに違いがあるか 

・学校と教育委員会の連携をどのように行っているか 

・国のモデル事業に取り組んだ背景と事業で見えてきたことは 

・教員を支援するための仕組みとして重要なことは  
(2) 調査報告(調査内容) 

ア 奈良市概要： 

 人口 354,596人、世帯数 162,984世帯 (2019年４月末現在） 

 面積 276.84k㎡ 

イ 調査の概要について 

①ＩＣＴ環境の教育効果について 

・平成 27年度のモデル校を対象に現代テスト理論（項目反応理論・洗剤ランク理

論）を継用紙手統計分析したところ、対象児童のうち 70％以上の児童が肯定的

な変容（例：①○○は好きではないが、○○は上げることができた。 ②○○は

好きで、○○を上げることができた 等）を示した。 

・タブレット端末の有効活用は児童・生徒の学習に対する関心・意欲を高め、その

ことにより知識・理解を含めた総合的な学力を高めることができる。 

②学校と教育委員会の連携について 

・学校現場に対する働きかけ（研修等の取組み） 
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(a)課題１ 学校現場におけるＩＣＴの活用機運、必要性浸透が均質でない 

【取組】中学校区研修の活用 

・整備前の段階から全教員への研修会を実施。 

⇒ ・次期ＩＣＴ環境の周知 

・実機を示しながら、どんなことができるようになるのか紹介 

・具体的な活用事例の紹介 

※市の方針の確実な伝達と、学校と市教委の思いを共有する。 

(b)課題２ ＩＣＴ環境が整備されてもなかなか活用が活発にならない 

【取組１】学校負担の最小化 

・同じ内容のセキュリティ研修、活用研修を複数回実施。 

⇒ ・セキュリティ対策の趣旨と手法、日常運用の説明 

・日常業務に直結するグループウェア操作アについて説明（操作研

修） 

・ＣＭＳ（Contents Management System）活用と連携して画像編集ソ

フトウェアの操作説明 

※趣旨と手段を確実に伝える。 

【取組２】学校負担の最小化 

・出前型研修によるＩＣＴ基礎研修の実施。 

⇒ ・基礎・基本的な利用方法の説明 

・「まず、最初にできること」として、操作について説明 

※活用に向け、最初のハードルを確実に超えさせる。 

(c)課題３ ＩＣＴ環境の活用を含めた校内リーダーの育成 

【取組】自律型の活用滑石化に向けた取組み 

・教員研修プログラムの実施 

⇒【個別研修・教育センター集合型】 

・校内ＩＣＴ活用推進マネジメントリーダー育成研修 

・プログラミング教育研修講座 

・教育ＩＣＴ活用研修講座 

【全員研修・学校戸別訪問型】 

・プログラミング教育に関する全教員への研修 

※学校現場における中アック的な役割、テーマごとの中心的な役割を担う教員

集団、組織としての資質能力向上を目指す。 

※全体に対しての共通理解を深める。 

(d)課題４ プログラミング教育の確実な実施 

【取組】「ＮＰＯ法人 みんなのコード」との連携 

・全小学校研究主任またはＩＣＴ担当向け研修（４回コース研修）の実施 

⇒ ・プログラミング教材開発 

・授業実践、実践報告会 

・実践事例集の取りまとめ 

・成果報告会・優秀実践表彰 
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※正しい情報を確実に伝えながら、学校教材研究の力を高めていく。 

③次世代学校支援について 

・次世代学校支援では、「児童生徒の学び」と「教員の指導」に係る課題をピンポ

イントで特定する。 

【課題１】学び残しの確実な防止 

・学習記録の蓄積（合意形成できた項目のみ）と整理により一人ひとりの学習

定着度を「見える化」し、一人ひとりの学力定着に向けたカリキュラムを策

定する。 

《目指す姿》子ども一人ひとりの学力保障 

【課題２】問題点・課題をピンポイントで特定（データ活用） 

・学校・学級・子どもたちの状況を定期的にモニタリングし、ダッシュボード

（複数の情報源からデータを集め、概要をまとめて一覧表示する機能や画

面、ソフトウェアのこと）により注意すべきポイントを早期に発見する。 
・設問ごとの回答状況、児童のコメント内容をリアルタイムで確認し、学級全

体を俯瞰的に捉えつつヒートマップ化した児童毎の４段階回答により課題の

ある児童を短時間で把握し、指導法の検討を行う。  
《目指す姿》早期発見、早期対策による組織的支援 

【課題３】教員集団の学び合いの促進と進化 ⇒ 背景：若手教員の急増 

・思い込みや先入観を廃し、データ（例：ヒートマップ化された児童毎の４段

階回答）に基づき客観的に分析を行い、対話を通じた対応策を検討する。 

・ベテラン教員のノウハウを継承させる。 

・指導方法の振り返りを行い、授業者・助言者が共通の視点で話し合うことに

より指導力の向上へ結びつける。 

《目指す姿》教員の指導力向上と学校教育の質向上 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ ＩＣＴという手段をどう有効に使うかという中で、教える側がＩＣＴ機器をど

う使いこなすかが課題と考えるが、どのように対応しているか。 

Ａ 経験豊富なベテランの先生に使ってもらって感じをつかんでもらうと、授業

の中でとても良いタイミングで活用してもらえる。このことから言えることは、

先生方に伝えるべきは①簡単に使える ②苦手意識を取り払う ということが

重要である。このハードルを越えてもらうことで、これまでの経験を活かした

授業を行うことができていく。 

 

(4) まとめ、考察 

・奈良市のＩＣＴ教育はすでに 10年を超しているが、ようやく先生方に「①簡単に使え

る ②苦手意識を取り払う」ということが定着してきたと感じた。得手・不得手は人

により違うが、ここまでたどり着くためにはやはり 10 年くらいの時間軸が必要なの

ではないかと感じた。 

・学校教育の最大の目的は「子ども一人ひとりの学力を保障」することだと思うが、児
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童・生徒一人ひとりの学習理解度を可視化し、課題を早期発見し指導していくという

ことは情報システムが得意とするところを有効に活用していると感じた。また、助言

をする立場の者がいて、授業を行う者と共通の視点で話し合いをして指導力向上に結

び付けていることは、飯田市も参考にできればいいと感じた。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・次世代学校支援の在り方に取り組んでいる。 

湊  猛 ・Ｈ24年度にデジタル教科書実証モデル校事業を実施した点。 

・Ｈ26年度には、6小学・中学校を、奈良市教育ＩＣＴ活用モデル

実証校にして早くに取り組んだ点。 

竹村 圭史 ・ＩＣＴを活用してもらうため、先生方にＩＣＴ機器は「①簡単に

使える ②苦手意識を取り払う」ことをしっかりと伝えて、ハー

ドルを超えさせる取り組み。 

・指導力の向上を図るため、授業を行う先生に助言する先生がつい

て「共通の視点での話し合い」を行っている点。 

・情報システムが得意とするデータ集約機能を有効に活用し、児

童・生徒一人ひとりの学習理解度を可視化して指導に生かしてい

る点。 

木下 容子 ・子ども目線での声かけについて、多くの教員がデータを共有する

ことで、複数の教員が関わることができる点。 

清水 勇 ・奈良市における教育の情報化のあゆみ、活用状況は理解できた。 

原  和世 ・学力向上のために各種データを ICT 化し、システム化している

点。 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・教育データをエビデンスとして「見える化」するデータプラット

フォームの構築。 

湊  猛 ・次世代学校支援モデル構築事業で、子ども 1人１人の学力を保証

し、早期発見し教員の指導力向上と学校教育の質向上することを

目的としている。 

塚平 一成 ・セキュリティ対策についての説明。確かにウイルスの世界は日

進月歩であるので、参考にしながら対策を講じたい。 

竹村 圭史 ・先生方にＩＣＴ機器は「①簡単に使える ②苦手意識を取り払

う」ことをしっかりと伝えて、ハードルを超えさせる取り組み。 

・授業を行う先生に助言する先生がついて「共通の視点での話し合

い」を行い、指導力の向上を図る取り組み。 

・情報システムが得意とするデータ集約機能を有効に活用し、児

童・生徒一人ひとりの学習理解度を可視化して指導に生かす取り

組み。 

木下 容子 ・国のモデル事業として取り組んだ奈良市の実践を、後発組である

飯田市としてはしっかり参考にする必要がある。 

清水 勇 ・今後の課題となる、セキュリティ対策、ICT活用教育の効果につ

いて学、学校現場の研修の取り組みなど、飯田市の取り組みを検
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証して参考になるところは取り入れる。 

原  和世 ・教育委員会が学校教育にも関与していくという姿勢。 

 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・中学校の教師が学校教育課長を担っていたが、当市においても

検討するべきではないか。 

湊  猛 ・子ども目線の声かけアプローチする。 

・１人１人の子どもに適切な声かけをしていくことと、多くの教

員も関わる事が大切である。（情報共有） 

塚平 一成 ・教員間で浸透しきれていない現状を聞いた。授業手法を変える

事への心理的な障壁がある事と、使い方がわかりにくい、等の

背景があるという事だが、人生において環境の変化にいかに対

応していくかを次世代に教えていく立場の教職員としての、自

覚が求められる現象であるとも捉えた。 

・担当者（説明者）も個性的な雰囲気の方で、今後独特の ICTワ

ールドを形成されていく素地があるのでは、と注視したく思っ

た。 

竹村 圭史 ・長い目で取り組みを見ていかないと、誤った評価をすると感じ

た。 

木下容子 ・学校現場を視察したわけではなかったため、飯田市でのＩＣＴ

授業の様子（児童の顔を見る余裕がなく、画面を見つめて授業

を進めている先生方の姿）が蘇ってしまい、先生方は大丈夫な

のだろうか、と考えてしまった。 

 

 

５ 奈良県の文化資源の活用について ［奈良県庁］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月４日（火） １０：００ ～ １１：３０ 

イ 場所 奈良県庁 議会棟 

ウ 説明者   奈良県地域振興部 

         文化財保存課長・文化財保存事務所長 名草 康之 氏 

         文化財保存課長補佐・文化財保存事務所長補佐 常盤 佳宏 氏 

         文化資源活用課 課長補佐 辻 晋吾 氏 

エ 視察の目的 

○文化財の保存と活用について 

・多くの歴史文化資源を有する奈良県において、文化財（文化資源）は地域の光

として多くの人が大切に楽しめる地域振興の核であり、「まちづくり」「景観」

「観光」など多くの分野と関連を持っている。そのために、文化財保護行政を

ほかの分野とあわせて総合的に実施するために知事部局へ移管した目的を具体

的に知る。 

・また、「奈良県文化振興大綱」の策定とこれからの文化財保護の体系を策定し、

奈良らしい文化創生の礎として県の地域振興の推進を図ることに対し説明を受
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ける。 

・歴史文化資源説明力向上研修の開催の説明を受けて理解する目的 

・奈良県歴史文化資源活用データベース「いかす・なら」の活用 

・奈良県文化資源活用補助金による案内板の整備 

・市町村等の取り組みの支援状況を知る目的。 

オ 視察の視点 

・知事部局への文化財保護に関する事務を移管した背景は 

・持続性ある文化財保護に必要なことは 

・保存にかかるコストをどう見ていくか。Ｂ/Ｃ（費用便益比）の関係は 

・文化資源の活用に関して博物館や資料館、県立図書情報館や市町村図書館との連

携（住民参加型イベントの活用）の実態は 

・文化財の重要性周知、ＰＲ等の取り組みは  
(2) 調査報告(調査内容) 

ア 奈良県概要： 

 人口 1,334,427人、世帯数 595,651世帯 （令和元年４月末現在） 

 面積 3,691.09k㎡ 

イ 調査の概要について 

・奈良県立図書情報館⇒図書劇場ＸＩＶを平成 18年度より毎年、年 6回ずつ開

催されている。 

・にぎわいフェスタ万葉（春） 奈良県立万葉文化館へ行こう！ 

講座・美術・演芸・音楽等 行っている。 

・奈良県立民俗博物館・大和民俗公園の年間行事・イベントの説明があった。 

・文化財保護行政の知事部局移管に伴うこれからの地域振興について具体的事業

についての説明があり、目的・移管の効果に関して説明を聞く。 

・「文化財保護の体系」の中間報告の概要の説明を受ける。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ 文化財の説明力の向上の取り組みは？ 

Ａ 奈良県としても説明力の向上は大切だと考えており、出前講座として民間や

個人への説明も実施している。一般の寺社に協力してもらいながら、現地で実

施している。 

Ｑ コンサートや現代アートとのコラボによる広報の考え方は？ 

Ａ 明日香村の万葉文化館では、飛鳥の歴史や古代を感じてもらうための展示を

現代風に行っている。その中で漫画や音楽、衣装などを使って情報発信をして

いる。 

Ｑ 古代大和を漫画というツールで発信することは、とても共感できる。若い世代

の人材育成については、どう考えているか？ 

Ａ 人材育成は、３つ考えている。１つは職員の文化財に対する意識を変えるこ

と。もう一つは、文化財を修復する職人（大工、建具、左官など）が少なくな
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っているので技術をもった職人を育てること。最後に、地域づくりと文化財を

繋げるコーディネーターを育てること。それぞれ、市町村と連携をしたいと考

えている。 

Ｑ 飯田市でも古墳等の史跡の活用を考えているがヒントは？ 

Ａ 文化財の活用に関しては国の補助金制度を活用できる。ただし、整備するだ

けではダメで、県の大綱や市町村の地域活用計画、個別の史跡の保存活用計画

をそれぞれに作り、連携をとることが必要。保存の仕方としては、コアな部分

の保存だけでなく、駐車場やガイダンス施設に関してもバランスよく配置する

必要がある。また、史跡の調査の段階から活用を意識して語り部の育成や広報

などのソフト事業を組み立てることが必要。さらに、近隣との連携も必要であ

り、場合によっては県域を越えた連携も必要である。 

Ｑ 市の誇り（シビックプライド）に繋げるような活用が必要と考えるがどうか？ 

Ａ 文化資源を核として、地域づくりに生かしていくことが資源活用ということ

だと思う。福祉や産業にも生かしていくことが大切。国もそういった考えを持

っている。 

Ｑ 文化財活用に関しての考え方は？ 

Ａ 文化財を守ってきた人はコミュニティの人達であり、その価値を共通化する

ための作業が必要だと感じている。本質的な価値の理解が必要である。 

Ｑ 普段の生活で当たり前に存在する文化財にどのように光を当てて活用するの

か？ 

Ａ 文化財の保存と活用は相反して拮抗する部分もある。文化財を地域づくりに

生かすという視点で目標を定めながらやっていきたい。あるものを生かすとい

うことが光を当てることになると思う。 

Ｑ 京都との違いは？ 

Ａ 奈良は、文化財が点在している。京都は集中している。また、奈良は無駄な

ことをしない気風がある。 

Ｑ 開発と保存の対立があると思うが、奈良の状況は？ 

Ａ 法令に従って調整は常に行っていて、折り合いを付けている。市町村におい

ては、調整のために埋蔵文化財の職員が多く配置されている。現場においては、

文化財の価値がわかるようにしておくこと（見える化）、同時に手続きは透明化

し記録をきっちりとし、照会に対応できるようにデジタルのアーカイブとして

おく必要がある。 

Ｑ 明日香村の景観や子供たちのあいさつなど、雰囲気がとても良かったが？ 

Ａ 明日香村の棚田が国に指定されていて、星野リゾートも進出予定である。新

たな第５次の整備計画にも、一つの柱として「生活環境を整える。今を生きる

人を大切にする。今を生きる人が明日香村を生かす人である」という考えを大

切にしている。 

Ｑ 知事部局に移管された理由は？ 

Ａ 市町村への支援に関しても他部署との連携が必要であり、長期的に施策を展

開するためには条例により首長部局での事務の執行・管理が重要であり、地域



 26 / 32  

振興部へ移管した。 

Ｑ キトラ古墳の付属施設は国が整備した素晴らしい施設であった。一方で飛鳥寺

は歴史的な価値が高い割には寂しい感じであったが？ 

Ａ 飛鳥寺は個人所有であり、補助金があっても個人負担となるので所有者の意

見（判断）がポイントとなる。キトラ古墳は国有であり、（全国の）見本とする

ために立派なものとなっている。税金を投入する限りは、保存だけでなく活用

も必要であり、法の改正もその辺りの趣旨が盛り込まれている。地域の文化財

は、クラウドファンディングなどの活用も想定されるが、その際は、地域で核

となるキーパーソンの存在が重要である。 

 

(4) まとめ、考察 

・知事部局へ移管してきめ細かく、これまでに見過ごされがちであった、未指定文化財

も保存活用され政策の対象とすることにより、「地域の宝」として活用される事を期待

する。 

・私たち飯田市でも地域振興の一層推進をはかり、「宝」をみがき、積極的に国県と連携

をとり、観光部門も含めてどう生かし政策として取り組むか検討したい。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・文化財の保護と活用を、車の両輪と捉え切れ目のない一体的な施

策を展開する為、知事部局へ文化財保護に関する事務を移管した

点。 

湊  猛 ・文化財保護行政の知事部局移管に伴い、今後の地域振興について

の説明があった。移管の効果、そして今後の検討を知る事ができ

た。 

塚平 一成 ・文化財保護行政を他の関連分野と総合的に実施するべく知事部

局へ移管され、また効率的な保存と活用の一体的運営が進められ

る点。 

・文化財各分野の保存活用と人材育成の拠点として「なら歴史芸術

文化村」の開設準備が進められている点。 

竹村 圭史 ・重要文化財が数多くある事から県民全体に高い意識があるもの

と考えていたが、液体汚損事件等の発生により、県民の文化財保

護に対する意識に対して危機感をもっている事を伺えた点。 

木下 容子 ・多くの文化財を持つ、奈良県ならではの取り組みとして、地域振

興の核としての文化財を知事部局に移管すること。 

・文化財を保存するだけでなく、活用の一体的な政策展開を図ろう

としている点。 

清水 勇 ・県庁に行く前に、明日香村の視察ができ県庁での「これからの文

化財保護の体系」の説明がわかりやすかった。 

原  和世 ・文化財を保護することから一歩進んで地域の資源として活用し、

たとえば 文化や歴史を郷土の誇りと郷土愛に変換し、地域づく

りに結びつけること。 

・また、産業に結びつけるなどソフト展開を考えている点が意外で
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あり、所管部門が教育から知事部局に移行しての変化として見ら

れたこと。 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・文化財保存事務所において、文化建造物の保存修理を行うための

技術を受け継ぎ直営で施工している点。 

・奈良県の歴史文化資源を 1 つのデータベースに集約また、ウｴブ

で検索できる点。 

湊  猛 ・歴史文化資源活用と文化財保護、これからの文化財の保存と活用

を一体的に運営して行うことが大切である。特に人材育成や地域

づくり、地域の担い手育成やコミュニティ活用が重要であるよう

に思える。 

塚平 一成 ・文化財の価値・魅力発信に、近代芸術やマンガ等の活用。古代

アートである文化財と現代アートとの融合による有用性を学

び、飯田古墳群のＰＲ活動等でも参考にしたい。 

・文化財を大切にする誇りに思う素地を育て魅力継承の視点か

ら、説明力向上へ向けた出前講座等の取り組み。飯田市でも遺

跡や古墳の市民案内人養成の観点から参考にすべき点があるの

ではと捉えた。 

竹村 圭史 ・文化財保護に対する市民意識の醸成を図ること。 

・文化財を確実に次世代へ保護・継承していくための安定的資金調

達を行っていく必要性を指摘されている点。 

木下 容子 ・「これからの文化財保護の体系」として、「人材育成」「地域づく

り」を視座としている点は参考になった。 

清水 勇 ・奈良県文化振興大綱、これからの文化財保護の体系について説明

を受けたが、関係する市、団体、個人に今後どのように対応して

いくか。飯田市の文化財に対する取組状況を検討することが重要

だ。 

原  和世 ・保護にかかる費用と便益の件で、文化財を活かした展開を評価し

ていく点。 

 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・飯田市の多くの文化資源を様々な形で情報発信を行うととも

に、地域資源として活用できる取り組みが必要である。 

湊  猛 ・奈良県の今後の対応について…文化財保護法の改正・文化芸術

基本法を踏まえ、県の文化振興政策を体系化（条例化）し、そ

の中で基本的な理念を整理する事、期待したい。 

塚平 一成 ・図書館劇場の取り組みは、チラシもなかなか斬新で訴求力もあ

るのではと捉えた。 

竹村 圭史 ・文化財を次世代に対して確実に保護・継承していくためには、単

に施策を掲げて取り組んでいけばいいということではなく、地域

の皆さんがいかにこれまでの文化を理解し自らも保護・継承に何

ができるかを考えられるような「人づくり」が大切ではないかと

感じた。 

木下 容子 ・文化財を世界、人類普遍の光である「公共財」と考える、とい
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う新しい考え方は大切だと思った。 

・文化財を地域の宝、公共の財産として保護し、活用できるよ

う、周知することが必要だと感じた。 

 

(6) 奈良県 明日香村の史跡巡りについて 

  ア ボランティアガイドと超小型モビリティ「MICHIMO」の体験 

委員名 内容 

村松 まり子 ・ボランテイアガイドを通じて、明日香村の文化財の価値など、改

めて知ることができた。 

・当市における今後のボランテイアガイドと、超小型モビリティの

活用について参考になった。 

湊  猛 ・明日香村の史跡巡りで、超小型モビリティ「MICHIMO」の体験さ

せていただき良かったが、雨のせいもあったのかあまり乗り心地

は良くなかったが、晴れている日は最高ではないかな。 

・飛鳥寺で日本最古の仏像（大仏）であることを知ることができた。 

塚平 一成 ・モビリティについては窮屈さが印象に残る。女性や高齢者には利

用しづらいのではと感想を抱いた。 

・キトラ古墳の壁画体験館展示室における、ロマン性を醸し出す光

と音楽の演出は印象に残った。 

・案内人のガイドさんの説明や応対もしっかりとされた印象を持

った。 

・中学生が体験で来ていたり、近場の若い 20 歳代くらいの女性た

ちが寄られていたりと、次代を担う世代が文化財に関心を持ち、

その価値を大切に広められていく、そんな素地を感じた。 

竹村 圭史 ・奈良市に限らず、どこの地域へ行ってもボランティアガイドの方

はしっかりと勉強されていると感じた。 

・小型モビリティ「ＭＩＣＨＩＭＯ」の印象は、荷物を置く場所に

困る（特に雨の日の傘）、後席の狭隘感を感じた。２人乗りしか

ないようであるが、用途に合わせ選択できるよう１人乗りもあれ

ばいいのではないかと感じた。 

木下 容子 ・文化財の保護や活用の視察とセットで、史跡めぐりができ、保護・

活用の大切さを実感でき、良い時間を過ごすことができた。 

・超小型モビリティ「MICHIMO」は狭い道路や場所での走行には向

いているだろうが、もっと乗りやすくならないだろうか。 

・明日香村のすべてが文化財、といった雰囲気を醸し出している村

だった。古の日本の良さを漂わせており、懐かしさを感じた。 

清水 勇 ・小型モビリティの体験ができて良かった。 

・説明ボランティアがいて説明をしてもらい大変良かった。キト

ラ、石舞台、飛鳥寺を視察できたので次の日の県の説明を理解し

やすかった。 

原  和世 ・モビリティとしてよりもその姿がほほえましくて、そのことが観

光に繋がりそう。 

・ただし、動力としての電気は良いが、小型車は移動手段として広

域的には難あり。 

・自動運転などの普及により、観光ツールとして拠点に整備してい

くことは要。 
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６ 草津市子ども・子育て支援事業計画について ［滋賀県 草津市］ 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月４日（木） １４：００ ～ １５：３０ 

イ 場所 滋賀県 草津市役所 議会棟 

ウ 説明者 子ども未来部 子ども家庭課 課長 宮田 勝一 氏 

             子ども家庭課 課長補佐 松林 国江 氏 

             子ども・若者政策課 課長補佐 門田 忍 氏 

             子ども・若者政策課 主任 佐藤 綾花 氏 

             家庭児童相談室 室長 小寺 恵正 氏 

             家庭児童相談室 参事 吉田 氏 

             地域包括ケア推進課 主幹 渋谷 英生 氏 

エ 視察の目的 

草津市では、子ども家庭部を「子ども未来部」に改称し、市教委から青少年健全

育成部門を移管。子ども家庭課の家庭児童相談室を独立させて社会福祉士と保健師

を増員し、組織改編で児童虐待防止の体制強化を図った。 

この背景には、平成 29 年に児童虐待による傷害事件、死亡事件が相次いで発生

し、刑事事件となったことから、未然防止のための組織改編に繋がっている。 

本委員会でも近年の類似事案発生から、飯田市の子どもたちを守るために研究課

題とすることが確認さている。よって、事例研究のために視察させて頂いた。 

オ 視察の視点 

・児童虐待防止の取り組みを強化した背景は 

・今年度の体制強化はどのようなものか 

・関係者との協議はどのように行っているか 

・市民の受け止め方はどうであったか 

・周知方法はどのように行っているか 

・議会の対応は  
(2) 調査報告(調査内容) 

ア 草津市概要： 

 人口 134,535人、世帯数 59,013世帯 (令和元年４月末現在） 

 面積 67.82k㎡ 

イ 調査の概要について 

・滋賀県草津市で 2017年、死亡事件を含む児童虐待が２件起きたことを受けて設置

された、市要保護児童対策地域協議会が市の対応の検証結果をまとめた報告書を

提出した。 

・報告書では、市の家庭児童相談室が虐待対応マニュアルを順守せず、「重大な見

落としを起こしかねない状況であった」と指摘。再発防止に向け、増員による体

制強化や職員の専門性の向上、関係機関の連携構築を求めた。 
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・さらに、同室について「マニュアルから逸脱した対応が散見された」とし、相談

や通告を受けた後、初動対応を協議する緊急受理会議が開かれないことが常態化

していたと指摘。いずれの事案も積極的に介入すべき「要保護」家庭と認識せず

に曖昧な支援を続けたため、対応が遅れたとした。また、子育て相談センターと

発達支援センター、保育所は連携が不十分で、支援が消極的だったと課題を挙げ

た。 

・対応策として、マニュアルの見直しや専門知識が習得できる研修の開催を提言。

同室に保健師を新たに配置することや、嘱託で採用されている相談員の待遇改善

なども指摘された。 

・この報告書を受けて、組織改編と社会福祉士 2名の増員、保健師の配置、児童虐

待防止啓発研修の開催、ＣＡＰワークショップ研修、ＣＳＰ子育て講座、教育支

援ヘルパー派遣事業、子育て短期支援事業などの取り組みを行っている。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ 認知症サポーター養成の取り組みと併せ、「認知症の人にやさしいお店」制度等

があるという事だが、特筆すべき点は。 

Ａ 説明はしなかったが参考資料として添付。認知症サポーター養成講座は平成

21年から取り組み、延べ 9,208名が受講。企業・店舗向けのサポーター講座も

行い、受講した店舗等には「認知症の人にやさしいお店」ステッカーを配布。

これまで 37店舗に配布して、内 13店舗がステッカー貼付。他に小学生や市職

員向けの養成講座も実施する等、様々なターゲットの方に広まりつつある。国

で推奨するスキルアップ講座については、今のところ特定の部分でしかできて

いない。 

Ｑ 事件が発生した当時の受け止め方は 

Ａ 大変な衝撃として受け止め、早期発見・対応のための連携として要保護児童

対策協議会での関係機関連携のほか、母子保険・教育委員会との定期的な情報

共有で児童玉虐待の早期発見、早期対応に務めるなどの活動に繋がっている。

また、研修にかかる開催費については経費支援も行っている。 

Ｑ 虐待防止活動にはどのようなことが重要か 

Ａ 啓発活動が重要で、ＪＲ駅前広場での啓発・県キャラバン隊の受け入れ、市

広報紙での特集記事掲載、様々な媒体での周知としてのぼり旗・ポスター・電

光掲示板・放送などを用い行っている。 

Ｑ 虐待には傾向があるのか 

Ａ 継続相談が 6 割あり長期的に亘っての対応が必要。また、保護者の心理的ス

トレス・面前ＤＶ などは 0歳から 2歳が多い。母子保健の関係から母子の外観

から推定することも必要。また、発達障害児童が被害者に成るケースが多い。 

Ｑ 今後の活動は 

Ａ 事案別に傾向があることから、効果的な啓発・対処啓発を考えて行きたい。 

Ｑ 議会の取り組みは 

Ａ 事業執行について、有効性についての質疑があった。 
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(4) まとめ、考察 

・飯田市に於いても、飯田警察署児童虐待事案認知状況によると平成 30 年度に於いて

認知 70件・被児童数 70人有ることが報告されており、前年比増加傾向に有ることか

らこれを他山の石とすること無く、何がしかの活動に繋がるようにしていきたい。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・子ども・子育て支援法による必須記載事項以外に児童虐待防止対

策の充実、ひとり親家庭の自立支援の推進、障害のある子どもへ

の支援の充実を、重点的な取り組みとして推進している。 

湊  猛 ・子どもの権利と安全を守る仕組づくりの施策の話を聞き、一生懸

命努力している点。 

・行政では「子ども未来部」、「子ども家庭課」と「若者政策課」等

としている点が力を入れている表れである 

塚平 一成 ・児童虐待防止推進月間（11月）を制定し、駅前の啓発普及活動等

に取り組まれている点。 

竹村 圭史 ・家庭児童相談の相談受理会議は、担当だけでなく課員全員が参加

し情報共有に努めている点。 

・継続相談について、傾向を把握に努め分析している点。 

木下 容子 ・児童虐待相談、擁護相談が年々増加傾向にある中、未然防止のた

めの取り組みとして、ＣＡＰワークショップに取り組んでいる

点。 

・平成３０年度から社会福祉士１名を配置、平成３１年度には「子

ども家庭課」から「家庭児童相談室」として独立し社会福祉士を

２名に増員、保健師１名も配置した点。 

清水 勇 ・児童虐待防止に関する取組について、子供・子育て支援事業計画

について説明を受け理解できた。 

原  和世 ・虐待による死亡事件が発生したことから、積極的な活動を展開し

ていること 

 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

村松 まり子 ・子ども・子育て支援施策の展開として、目標 1から 5までを策定

し、具体的に取り組んでいる。 

・CAPワークショップや、コンセンサスペアレンテイング（CSP）子

育て講座。 

湊  猛 ・児童虐待防止に向けた取り組み、及び体制強化している点 

塚平 一成 ・コモンセンスペアレンティング（CSP）子育て講座を保護者向け

にも開催され、少人数の講座を通じて皆さんの悩みが共有され

る取り組みとして有用と捉えた。 

竹村 圭史 ・どんなに忙しくても、相談が持ち込まれたときは関係者が全員集

まって情報共有を図ること。 

木下 容子 ・平成３０年度から社会福祉士１名を配置、平成３１年度には「子

ども家庭課」から「家庭児童相談室」として独立し社会福祉士を

２名に増員、保健師１名も配置した点。 
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清水 勇 ・子育て支援事業の取り組みについては参考になるところがある

と思う。 

・児童虐待防止に関する取組については、飯田市の取り組みの方が

細部にわたりマニュアルが出来ていると思う。 

原  和世 ・未然防止のために積極的に啓発活動を行っている点。 

・ＣＡＰ/ＣＳＰなどの研修や講座を行い、関係者の支援を行うこ

となど。 

 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

村松 まり子 ・虐待を家庭内の問題だと捉えるのではなく、社会全体の問題と

して一人一人が真剣に取り組んでいくことが必要と改めて強く

思った。その為の取り組みを委員会として考えたい。 

湊  猛 ・草津市の家庭児童相談所の状況では、Ｈ29年度よりＨ30年度の

方が増加しているが、理由を知るための対応を充分協議し、早

期発見のための連携が大切。 

塚平 一成 ・保護者に対する意識づけと祖父母向けの取り組みの重要性を説

かれたが、結婚を推進し子どもを産みやすい環境づくりの中で

の大きな取り組みという事を改めて実感させられた。 

竹村 圭史 ・児童虐待のニュースを目にするたびわかっていたつもりではあ

ったが、文字として「自ら声を上げることのできない子どもほど

児童虐待相談・養護相談が多い」ということを指摘されると、現

代の異常さを改めて感じた。 

木下 容子 ・相談件数の多さに驚かされた。学校や教育委員会からの相談件

数がダントツに多いということは、裏返すと、それだけ児童虐

待に真剣に向き合っていこうという姿勢の表れではないだろう

か。すべてがすぐに解決されるわけではなく、新規の件数も積

み重ねられるだろうから、大変なことだと思うが、子供たちの

ためにも、頑張って解決への活動を続けてほしい。 

原  和世 ※個別レポート担当 
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令和元年度 飯田市議会 産業建設教委員会 所管事務調査（視察）報告 

令和元年９月 20 日   

 

第１ 調査実施期日 

  令和元年７月８日（月）～９日（火） 

 

第２ 調査事項（視察先及び視察項目） 

１ 下妻市（茨城県） 

「地域の活性化、市街地再生によるにぎわいのある街づくり」  

 ２ 柏 市（千葉県） 

  「手賀沼アグリビジネスパーク事業における『道の駅しょうなん』の取り組み」 

 

第３ 参加者 

  産業建設委員長 熊谷泰人、産業建設副委員長 後藤荘一、 

  産業建設委員 清水優一郎、同 小林真一、同 木下德康、同 木下克志、同 井坪 隆 

 

第４ 調査概要（視察報告） 

１ 「地域の活性化、市街地再生によるにぎわいのある街づくり」 下妻市（茨城県） 

（１） 調査概要 

ア 日  時  ７月８日（月）14：00 ～ 16：00 

イ 場  所  下妻市役所 ２階会議室 

Waiwai ドームしもつま（屋根付き広場） 

        さん歩の駅サン・SUN さぬま（下妻市観光交流センター、カフェ･レストラン併設） 

ウ 説 明 者  下妻市 都市整備課 井上課長補佐 

エ 都市概況 

    下妻市は、茨城県西部の中央、つくば市の北西に位置する。中央に砂沼、東に小貝

川、西に鬼怒川と水資源が豊かな田園都市。古くは城下町で、鬼怒川舟運で栄えた地。

明治期には県の支庁が置かれ、県西部の政治・経済の中心地として発展。近年は工業

団地開発なども進んだ。 人口 43,293 人、15,689 世帯、面積 80.88 ㎢ 

オ 視察内容 

   第 13 回まち交大賞（国土交通大臣賞）受賞事例「砂沼周辺地区」の取り組み 

地区課題）砂沼地区は下妻市のほぼ中央に位置し、都市機能や商業が集積する地域

である。地区の西側には市のシンボルである砂沼（広域公園）が隣接し、茨城百

景に選ばれる景勝地だが、ポテンシャルを活かしきれず、有効活用はまちづくり

のテーマの１つであった。また、商業施設の郊外移転により発生した大規模遊休

地は以降 20 年超手付かずの状況が続き、市街地全体も活力を失い、防犯・防災上

も不安視されていた。 
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取組概要）にぎわいの拠点整備による中心市街地の大規模遊休地解消、公共交通と

連携した回遊性向上、砂沼広域公園ほか既存ストックを活用した交流拡大により、

街なかのにぎわい再生を図った。 

ポイント）積年の課題を解決する２つの拠点整備（さん歩の駅サン・SUN さぬま、

Waiwai ドームしもつま）、産官学民連携した多様な主体による推進体制確立、整

備効果を促進するプレイスメイキング手法の導入 

（２）調査報告（委員長総括） 

下妻市では、筑波大学の知見を取り入れながら、一人ひとりが居心地の良い居場所、第

３の居場所づくりとして、「プレイスメイキング」という手法を実践し、市民の参加を得て

実施されたハード整備を進めていた。特に「Waiwai ドームしもつま」は、産業建設委員会

とは所管が多少ちがうかも知れないが、調整池を兼ねたスケートボード場といったユニー

クな発想もあり、飯田市においても中央公園・プール跡地の今後の施設整備等の検討に参

考になると感じた。 

（３）各委員の所感 

○委員長 熊谷 泰人 

外からの交流人口増加を目指す考え方ではなく、内需の拡大を目指す取り組みと感じた。

外部からの人の呼び込みも大切だが、まずはそこに暮らす人々が集い賑わえる場所や施設

設置などの事業展開が必要か。 

当市においても中央公園・プール跡地の今後のあり方について検討していく上で大変参

考になると感じた。 

○副委員長 後藤 荘一 

「サン・SUN さぬま」は、「砂沼」という水辺を活用した施設で、直売所やイベントなど

で観光客が来ているようだ。 

  「Waiwai ドームしもつま」は、イオンが撤退した後地、道から数メートル下で、湿地の

ため、後参入の可能性がないということで市が購入し、この施設になった。 

  この「ドーム」でまち交大賞を得たのではと思う。 

  しかし、市民の中ではこの施設、賛否様々と聞いている。ただ、見学したこの日も学生

がバスケットを楽しんでいたり、少なからずの市民には喜ばれていると思われる。ただ無

理やり住民を追い出してこの施設をつくったら批判は大きかったと思われる。飯田市にも

当てはまると思う。 

○委員 清水 優一郎 

基本設計から民間、専門家、若者等の意見を取り入れた。調整池を兼ねたスケートボー

ド場の発想も参考になった。このことを現在進行中の天龍峡周辺整備や今後の施設整備等

に活かしていければと考える。「中の豊かさを深めれば、外の人は来てくれる。役場は絵の

具とパレットだけ用意すれば良い。」という言葉が印象的だった。 

○委員 小林 真一 

・プレイスメイキングの手法を用いた点、一人一人が居心地の良い居場所づくり（家庭、

学校、職場等ではない、サードプレイス）と言う考え方 
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・調整池を兼ねてエクストリーム広場として活用している、プロスケートボーダーと副市

長の約束の中で事業化した点は驚き、スポーツのプロ選手がいる、育つ環境も大切と感じた。 

・カフェ下妻マルシェの設計段階で公募を実施し、基本設計段階から民間業者の意見を取

り入れ、使いやすさ等のノウハウを取り入れた点は参考となった。 

○委員 木下 德康 

今後、さらに施設を増やしていきたいとのことだが、それは回遊性を高めて交流人口の

増加というよりも、住んでいる人の豊かさを優先させたいとのこと。 

○委員 木下 克志 

下妻市にぎわい広場わいわいドームしもつまを視察して、ある委員のつぶやき「これ所

管がちがうんじゃない？」は、的を得た一言であった。誘客戦略に知見を使っている。裏

を返せば、各部・課の横の連携が取れている成功例でもある。沼の美を活かした下妻市観

光交流センターは規模こそ大きくないが見事、随所に工夫がみられる。 

○委員 井坪  隆 

  「砂沼周辺地区都市再生整備計画事業」は、全国にみられる、いわゆる中心市街地活性

化への課題を解決するための都市再生整備計画における優れた取り組みとして、第 13 回

まち交大賞を受賞した。筑波大学の知見を取り入れながら市民の参加を得て実施されたハ

ード整備は、「プレイスメイキング」（一人一人が居心地の良い居場所づくり=第 3 の居場

所）の手法の実践として評価できる。整備された、自由な空間を持つドームや観光交流セ

ンターなどの施設は、年齢層を問わず市民が思い思いに利用しており、ハコモノの整備と

は一味違ったハード整備に注目した。 

  一方、中心市街地活性化を目的とした整備として、街の中心に人が集まり回遊する“ま

ちづくり”の「ソフトの視点での都市再生」の手法は特に取られていないことは、周辺に

比較的規模の大きい自治体が隣接している下妻市の置かれた地理的なことに起因するの

かもしれない。下妻市に対して、国交省、UR 都市機構などが直接支援を継続するなかで、

「プレイスメイキング」による地方再生コンパクトシティモデル事業の行く末を見守りた

い。 

 

２ 「手賀沼アグリビジネスパーク事業における『道の駅しょうなん』の取り組み」柏市（千葉県） 

（１） 調査概要 

ア 日  時  ７月９日（火）10：20 ～ 12：00 

イ 場  所  道の駅しょうなん （１階事務所内） 

ウ 説 明 者  柏市 企画部 北村理事 ほか 

エ 都市概況 

    千葉県北西部下総台地上にあり地勢は平坦。鉄道３路線、国道６・16 号や常磐自動

車道など、首都圏の放射・環状両方向の交通網が交差する交通の要衝。1970 年代以降

ベッドタウンとして人口増加し、県北西部有数の商業都市となった。西部の柏の葉地

区ではマンション・宅地開発が進むとともに、東京大学や産業支援施設の東葛テクノ

プラザが立地。 413,954 人、178,179 世帯、面積 114.74 ㎢ 
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オ 視察内容 

   手賀沼アグリビジネスパーク事業 

目的）都市近郊の準農村地域である手賀沼地域において、年間 100 万人以上が訪れ

る道の駅の拡張と、地域の人達とつくる体験観光による地域活性化事業である。 

特色）農業生産から販売といった従来の農業形態から、収穫体験等、消費者との体

験を通じた交流を新たなビジネスの一つとして確立させようとするものである。

また、農業を主軸としながらも、自然・歴史・文化・観光・教育・福祉・住民参

画等、幅広い分野にまたがる、横断的な施策でもある。 

さらに、道の駅を「稼げる施設」として再整備し、地域商社化を進めることで、

地域に還元可能な収益を持ち続け、自立かつ持続可能な地域の発展を支える地域

振興拠点を目指している。 

課題）地域住民の参画による体験プログラムづくりを進めているものの、周知と理

解を図るための PR や対話が足りておらず、まだまだ協力者が少ない。 

（２）調査報告（委員長総括） 

「道の駅しょうなん」は、遠来からの来客に頼るのではなく、地元の需要を大切にした、

農業・観光・地域振興の拠点として、年間 100 万人の来訪者があり、慢性的な混雑解消に

向けた施設等の拡張を計画している。 

都市近郊、多品種生産といった恵まれた農業や環境にある柏市ではあるが、地元での需

要と生産をマッチングすることを基本とした政策を推進しており、道の駅を運営する協議

会がしっかりと分析し、地域住民に対して、地元農業のファンになってもらう、地元農業

へ目を向けてもらおう、といった取り組みを展開するとともに、生産者の励みとなるよう

な、儲かる農業をめざした、さまざまな支援もされている。 

その地域ならではの農業振興、地域振興、そして道の駅事業など参考になると感じた。 

（３）各委員の所感 

○委員長 熊谷 泰人 

道の駅に併設されている施設にはレストラン、直売所など営業施設が一般的であるが、

ここでは、地域の農業振興を全面に農業者の経営支援を行っている。農業体験、観光農園

等今後も農業者支援を基本に拡張整備を行うとのこと、学ぶことが多い。 

当市でも、座光寺ＳＩＣからリニア駅までのアクセス道路や山本ＩＣからの南バイパス

等への展開を視野に検討が必要では。 

○副委員長 後藤 荘一 

 都内の住民ではなく、来客の対象を地元の住民にしていることで、拡張の計画もあり、

かなり成功している。周辺住民が柏市４０万人、我孫子市１３万人を対象として運営して、

そばにある温泉施設の利用者も立ち寄るなど、リピートが多くなっている。 

 こういう直売所は飯田下伊那ではＪＡ、あるいは民間で開設していることが多い。しか

し「しょうなん」では体験農業を取り組んでいる。 

 対象の住民が５０万人程度いることは強み。この施設で、周辺の農家の後継者がつくっ

ていけるとおもう。 
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○委員 清水 優一郎 

指定管理者である㈱道の駅しょうなんの運営費はテナント料（固定と変動）のみで賄わ

れ、市からの指定管理料は支払われていない。このやり方は、健全経営をより期待できる

手法であると感じた。当市における指定管理者制度を研究課題としたい。 

○委員 小林 真一 

・道の駅しょうなん再整備事業として、農業者の新たな経営戦略を支援し農業者の所得の

拡大を目指す、また情報発信を行いながら地域全体のエントランスとして、農業振興単独

の事業ではなく地域振興を目指している。 

・取り組みの中で無料シャトルバスとレンタサイクルの活用を行っている。 

・市民の方に地元の農業のファンになって下さいと伝えている。 

・道の駅としてのブランドを検討している。（道の駅のロゴマーク等オリジナル商品の開発） 

・加工体験を通じて農業理解をしてもらい、地産地消ではなく「知産知消」として農業を

知ってもらう。農業に対しての理解をしてもらう。 

○委員 木下 徳康 

 この事業は「道の駅しょうなん」を拠点とし、農産物直売、体験農園、手賀沼の緑道（サ

イクリング・散策）や各施設の周遊性を向上させることなど多くの事業を手がけるが、目

的は農業の振興（農業従事者の所得向上）と明確であった。 

○委員 木下 克志 

「道の駅しょうなん」の店頭に並ぶ装飾物の地元産は二級品が多かった。これこそ、地

産地消の原点である。一級品は市場に出し、格外は地元で安く販売し、効率の域内循環を

図る地産地消のお手本のように感じた。ただ、品物も少なく、消費人口を考えると、もっ

と賑わいの創出を考えるべき。収穫体験や消費者等の体験を通じた新ビジネスに期待。 

○委員 井坪  隆 

  農業振興と地域振興を目指し、市の農政課と市の指定管理の協議会による事業推進体制

は、施設の近隣からの来客を引き寄せて売り上げを伸ばしている。遠来からの来客に頼る

のでなく地元の需要を大切にし、農業・観光・地域振興の拠点として「地域商社」を実現。

地域住民には、多品種の生産に恵まれた地元の農業へのファンとなってもらうべく地元の

農業に目を向けてもらうことを目指す。このことは、道の駅で儲かることを体感している

生産者の励みとなり、若い世代の生産者の比率が高く、後継者がいる農家も多いことにつ

ながっている。 

  現在５億の売り上げを８億にまで伸ばすことを目指して４倍の面積に拡大する道の駅

の再整備に取り組んでいる。事業が拡大する一方で、若い生産者が多く従事するなかでも

生産面積の維持のために、新規就農者、帰農者をいかに確保していくかが課題であろう。 

飯田とは異なる恵まれた農業の課題を持つが、飯田においてはリニア時代に向けて、農を

キーワードにした都心からの来客を安易に期待するのではなく、柏市の例から地元での需要

と生産をマッチングすることをまずは基本に置いた政策の推進が求められる。そのうえで、

都心から40分の「農あるくらし」、「農ある地域」の将来像を考えていく必要がある。 


